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VOL.55

11 月に入り空気もヒンヤリ･･･
あちらこちらで紅葉も色づき始めましたね。
感染予防をしながら親子でおでかけ
楽しんでくださいね☆

今月もふわりん・・ふわふわ・・・ 届きますように！！

新型コロナウイルスの影響による
各イベントの開催の有無について

善立寺保育園
「おでかけぽっぽ」
「園庭開放」

掲載されているイベント情報については，新型コロナウイ
ルスの影響を考慮して変更，中止になる場合があります。
イベント開催の有無については各施設に直接お問い合わせ下さい。

TEL 531-0244

４日(木) 10:00～11:00 ※雨天中止
～清水児童館と合同～

愛友保育園

１１日(木) 10:00～11:00 ※雨天中止

TEL 525-2575

「園庭や屋上テラスでみんなで遊びましょう！」

※要予約

※すべて前日までに要予約。
※随時，園内見学を受け付けています。お電話ください。

５日(金) 10:00～10:45（雨天中止）
※要予約

対象：0～２歳児の未就園の方
※前日までにご連絡ください。

昭和保育園
※要予約

TEL 561-0091
●タッチケア＆おしゃべりの日●

●こぶたクラブの日●

18 日(木) 10:00～11:30

「離乳食のおはなし」
11 日（木）10:00～11:30

保育園の給食の先生による
離乳食のお悩み相談＆アドバイス。
保育園の離乳食メニューも写真にて紹介。

対 象：０,１,２歳の未就園児の親子
持ち物：水分補給のお茶・ママバック

※要予約

対 象：１か月健診終了後～１歳頃まで（５組）
持ち物：バスタオル・水分補給のお茶・ママのエプロン
費 用：\300（オイル代の一部として）
※参加される場合は，園の HP，またはお電話にてご予約ください。
（名前・お子様の月齢，どちらに参加するかお知らせください。
）

しんかくじこども園 TEL 561-6011
おでかけぽっぽ＆園庭開放
※要予約

＜清水児童館と合同＞
１６日(火)

10:30～11:30

※事前にお電話ください。

永興こども園

TEL 561-0102

※要予約

『施設開放』
毎週木曜日 10:30～11:３0
対象：未就園児

４日 屋上遊び
１８日 手形足型アート

光保育園

１１日 水絵の具
２５日 身体測定

TEL 531-0219

「園庭開放」

※祝日除く

月・水曜日 12:15～13:15
対象：就学前児とその保護者

普通食の給食試食を
ご用意致します。

認定こども園
※要予約

小松谷保育園

TEL 541-8389

「園庭開放」広い園庭でのびのびと遊べます。
平日 9:00～12:00
※コロナ感染症対策のため，体調確認をしてから
事前にご連絡の上，来園してください。

子育て相談は随時受付中！お電話でお問い合わせ下さいね。

三条保育所
※要予約

TEL 531-1020
おしゃべりサロンとふれあい遊び

みんなはなまる講座

１１日(木)

１ 日 (月 )10： 00～ 10： 30

10:30～11:30

にこにこの部屋で遊びながら
保育士と一緒におしゃべりをしたり，
ふれあい遊びをしましょう。

テーマ：
「いいところをさがそう」
子育てに役立つヒントや
コツを学びませんか？

対象：0 歳児から就学前の親子 5 組程度

～保育所であそぼう！～
●うんどうあそび 15 日(月) 10:00～10:30 幼児棟ホール
み か ん ぐ み (３ ～ ５ 歳 )と 一 緒 に 遊 具 を 使 っ て 体 を 動 か し て あ そ び ま せ ん か 。

●おからであそぼう 24 日(水) 10:00～10:30 乳児棟ホール
き り ん ぐ み (１ ～ ２ 歳 )と 一 緒 に お か ら の 感 触 あ そ び を 楽 し み ま し ょ う 。

「えほんタイム」：10 日(水) 10:00～10:30
「おとうさんもあそぼう」：20 日(土)
「あかちゃんひろば」
：25 日(木)

10:30～11:00

13:30～14:30

「にこにこ広場」
：月～土曜日 9:00～12:00 ・ 14:30～16:30 ※祝日除く
保育所の庭やにこにこの部屋であそびます。お茶・着替え・タオルなどをお持ちください。
「乳児棟ホールであそぼう」
：毎週木曜日 9:30～11:15 (4 日は身体測定）ホールや園庭で遊びます。直接お越しください。

清水児童館

TEL 541-0433

●うさこちゃんクラブ

毎週水曜日 10:45～11:30
対象：１歳６か月以上の乳幼児とその保護者

＜登録制＞

１０日 自由遊び １7 日 新聞紙であそぼう
２４日 段ボール自動車で GO！

●ほっぺちゃんクラブ 9･16 日(火)10:45～11:15 ＜自由参加制＞

●後期 0 歳児教室●
※要予約
0 歳の親子の子育て教室です。
一緒に学びながら，子育ての輪を広げましょう！

対 象：0 歳児と保護者

対象：0 歳～1 歳 6 か月の乳幼児とその保護者
スキンシップあそびを中心に，
親子で交流しながらほっこりした時間を過ごしましょう★★

●子育てワイワイきよみず広場

毎週木曜日 10:45～12:00
対象：乳幼児親子 ＜自由参加制＞
おしゃべりしたり，親子で体操したり，楽しいひと時を
すごしましょう。

●子育てほっと広場
10:00～17:00

※開館日は常時開催しています。
対象：乳幼児親子

自由に親子でご利用ください♪

10 組程度

12 月まで全 4 回開催いたします。
2 回目 2 日(火) 10:45～11:30
保健師さんによる「冬の過ごし方」
3 回目

26 日(金)

10:45～11:30
図書館の方による「赤ちゃんと絵本」

今熊野児童館

登 録 受 付 中！
後期８００円
こっこクラブ
対象：0 歳～
就園前の乳幼児親子

ぴっぴちゃんクラブ

TEL 561-6187

５日(金)

リトミック・パネルシアター・SONG♪

９日(火)

遊べるオモチャ作り・ペープサート

１２日(金)

11:00～12:00

秋を感じよう！・避難訓練・11 月お誕生日会

１９日(金)

お店屋さんごっこ準備

２６日(金)

お店屋さんごっこ・パネルシアター

水曜日

10:30～14:00

●乳幼児の広場活動（自由参加）●
あさのひろば
毎週 月・水・土 11:45～
にじのひろば
毎週 月～金
14:45～

親子で自由にあそんで頂ける広場です。

新道児童館

TEL 531-5319

●乳幼児クラブ（登録制）●
ふたば ２･９･１６日(火) 11:00～11:30 0～１歳半の乳幼児と保護者
※２３日は祝日のため，30 日は 5 週目のためお休み

みつば 毎週木曜日 11:00～11:30 １歳半～就園前の乳幼児と保護者
よつば 毎週金曜日 11:00～11:30 どなたでもどうぞ！
それぞれ活動内容など詳しくは児童館にお問い合わせ下さい。

泉山幼稚園

TEL 525-0021

園庭開放「ひよこライブラリー」

※要予約

ホームページより申込をしてから来園してください。

開催日：木・金(11･12 日，18･19 日)

10:30～12:00

対 象：0 歳～未就園のお子さまと保護者
持ち物：着替え・飲み物・ひよこバッジ(お持ちの方)など
費 用：初回のみ名札代(150 円)
※2 日間連続での
参加予約はできません。
※各日１５組程度

華頂幼稚園

TEL541-4188

「わくわくひろば」
17 日・24 日(水) 10:30～12:00（受付は 10:00～）
対 象：0 歳～就園前までのお子様と保護者
持ち物：着替え・水筒・タオル
親子共に上靴（上靴に代わる靴でも可）
・下靴入れ
費 用：初回のみ 200 円の登録料が必要

「わくわく組」予約制保育体験
26 日（金）10:30～11:30

※要予約

☆Ｈ31.4.2～R2.4.1 に生まれたお子さんが対象
朝のあいさつや歌，手遊び，クラス活動などを通して
園の雰囲気を味わっていただきます。
※限定 20 組程度 事前予約必要

京都幼稚園

つどいの広場

TEL 531-7390

ありんこ広場

※要予約

こぐまちゃんくらぶ
「ミニ運動会」６日(土) 10:00～11:00

(受付 9:55 までに)
対 象：就園前のお子様と保護者の方
場 所：園庭，文中ホール 等
持ち物：帽子，着替え，タオル，上靴（親子とも）
，水筒，
こぐまちゃんバッチ（お持ちの方）
☆動きやすい服装でお越しください。
☆事前に予約していただきますようにお願いします。
☆来られる際は，京都幼稚園ホームページより「健康状態確
認書」を印刷・記入して，ご持参いただきますようにお願
いいたします。
☆変更等は，ホームページにてお知らせいたしますので，ご
確認ください。
☆駐車場は台数に限りがございますので，事前にお問い合わ
せください。

TEL 541-1193

対

象：主に乳幼児を持つ親とその子ども

時

間：10:00～16:00

※要予約

開所日：毎週月～水・金・土曜日(木・日・祝日休み)
場

所：小松谷正林寺内

ランチルーム

●設定あそび

火曜日 10:30～11:30
２日 どんぐりさがし
９日 遊具あそび
１６日 制作
３０日 ママ勉強会

●ありんこカフェ

毎週金曜日(祝日除く) 10:30～14:00
お茶を飲みながら，子育てのおしゃべりしませんか？

●絵本の紹介

毎週月曜日 10：30～11：30
職員おすすめの絵本を紹介します。

とび出せ！どんぐり広場
どんぐり広場は，子育てしている親御さんたちが気軽に集まり，
子どもとゆっくり楽しく過ごすことができる広場です。
８日(月) 14:00～16:00「手作り（ポプリ入れ）
」
２６日(金) 10:00～12:00「手あそび・うたあそび」
場所：東山やすらぎ・ふれあい館
問い合わせ先：TEL 752-7676（どんぐり広場）

子育てコミュニティベース in 東山「ひなたぼっこ」
「楽しくマイペースにできること」をモットーに
子どもも大人も親子の居場所のひとつであればうれしいです♪
お気軽にあそびにきてください☆

子育てサロン「いちご組」
屋根のある公園！いちご組にみんな集まれ～！
どなたでも！親子であそびにきてね！
●場所：貞教会館
●日時：毎週月曜日（祝日除く）10:00～11:30
●お問い合わせ先：TEL 533-3380（村岡さん）

●場所：やすらぎ・ふれあい館 会議室

５日 ふれあいあそび

●日時：毎週金曜日(祝日除く)10:00～12:00

12 日 そとあそび

●対象：０歳～就学前児の親子さん

19 日 親子ヨガ 参加費 500 円

●年会費：後期 500 円（保険含む）

26 日 とび出せ！どんぐり広場

●お問い合わせ先：hinatabokko.circle@gmail.com
※お休みになる場合や，活動場所が変更になる場合もあります。
参加ご希望の方はご連絡いただけるとありがたいです。

～全て予約制～
※事前にお申込み下さい。
子どもはぐくみ室

はじめての離乳食講習会
離乳食開始から中期頃までの
進め方，作り方についてお伝えします。
日
場
対
定

時：１１日(木)10:30～11:30（受付 10:15～）
所：東山区役所保健福祉センター ㉑窓口
象：主に４～7 か月頃の乳児の保護者
員：8 組(先着順)

※ベビーカーのまま入室できません。必要に応じて抱っこ紐等
ご持参ください。

TEL 561-9349

乳幼児健康相談
発育発達，栄養，子育てに関する相談をお伺いします。
☆身長・体重も測れますよ☆
日 時：３０日(火) 9:00～10:00
場 所：東山区役所保健福祉センター ㉑窓口
持ち物：母子健康手帳

光「園庭開放」月・水 12:15～13:15
祝日除く
小「園庭開放」平日 9:00～12:00
三「園庭開放」にこにこ広場 9:00～12:00・14:30～16:30
「乳児棟ホールであそぼう」毎週木曜日 9:30～11:15 ※身体測定 4 日

カレンダー
日

月

火

1
三 おしゃべりサロン
とふれあい遊び
10:00～10:30

ありんこ広場

水

2
<新道> ふたば

3
文化の日

木
4
施設開放

永

善 おでかけぽっぽ

<清水> 後期 0 歳児教室

＜清水児童館合同＞
10:00～11:00

10:45～11:30

ありんこ広場

土

5
園庭開放

6
京都 こぐまちゃんくらぶ

10:00～10:45

10:00～11:00

<新道>よつば
11:00～11:30

<今熊野 >こっこクラブ

<新道> みつば

「設定あそび」
10:30～11:30

子育てサロンいちご組
10:00～11:30

愛

10:30～11:30

11:00～11:30

「絵本の紹介」
10:30～11:30

金

11:00～12:00

11:00～11:30

ありんこ広場
「ありんこカフェ」
10:30～14:00

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山
「ひなたぼっこ」
10:00～12:00

7

8
ありんこ広場
「絵本の紹介」
10:30～11:30

9
<新道> ふたば

10
三 えほんタイム

11:00～11:30

10:00～10:30

<清水>ほっぺちゃんクラブ

<清水> うさこちゃんクラブ

10:45～11:15

11
三 みんなはなまる講座
10:30～11:30

永

11:00～11:30

10:30～11:30

<今熊野 >こっこクラブ

とび出せ！どんぐり広場
14:00～16:00

ありんこ広場

善

「設定あそび」
10:30～11:30

<新道> みつば

10:45～11:30

11:00～12:00

昭 こぶたクラブの日
10:00～11:30

11:00～12:00

13

<今熊野>こっこクラブ

施設開放

子育てサロンいちご組
10:00～11:30

12
<新道> よつば

泉山 ひよこﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
10:30～12:00

園庭開放

ありんこ広場

10:00～11:00

「ありんこカフェ」
10:30～14:00

11:00～11:30

泉山 ひよこﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
10:30～12:00

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山
「ひなたぼっこ」
10:00～12:00

【子は】 離乳食講習会
10:30～11:30

14

15
三 保育所であそぼう
10:00～10:30

ありんこ広場
「絵本の紹介」
10:30～11:30
子育てサロンいちご組
10:00～11:30

16
園庭開放

し

17
<清水> うさこちゃんクラブ

～おでかけぽっぽ～
＜清水児童館合同＞
10:30～11:30

永

19
<新道> よつば

10:45～11:30

10:30～11:30

11:00～11:30

華頂 わくわくひろば

昭 タッチケア＆おしゃべりの日

<今熊野>こっこクラブ

<新道> みつば

11:00～11:30

10:30～12:00

泉山 ひよこﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

10:45～11:15

10:30～12:00

ありんこ広場

10:30～11：00

泉山 ひよこﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

11:00～11:30

<清水>ほっぺちゃんクラブ

20
三 おとうさんもあそぼう

11:00～12:00

10:00～11:30

10:30～12:00

<新道> ふたば

18
施設開放

ありんこ広場
「ありんこカフェ」
10:30～14:00

「設定あそび」
10:30～11:30

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山
「ひなたぼっこ」
10:00～12:00

21

22
ありんこ広場

23
勤労感謝の日

24
三 保育所であそぼう

「絵本の紹介」
10:30～11:30

29
ありんこ広場

30
ありんこ広場

「絵本の紹介」
10:30～11:30

「設定あそび」
10:30～11:30

子育てサロン いちご組
10:00～11:30

【子は】 乳幼児健康相談

三＝三条保育所
昭＝昭和保育園

13:30～14:30

<清水> 後期 0 歳児教室
10:45～11:30

華頂 わくわく組
10:30～11:30

ありんこ広場

光＝光保育園

「ありんこカフェ」
10:30～14:00

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山
「ひなたぼっこ」

善＝善立寺保育園

10:00～12:00

小＝認定こども園小松谷保育園

愛＝愛友保育園

【子は】＝東山区子どもはぐくみ室

11:00～12:00

11:00～11:30

9:00～10:00

し＝しんかくじこども園

11:00～11:30

三 あかちゃんひろば

10:30～12:00

27

<今熊野 >こっこクラブ

<新道> みつば

10:45～11:30

華頂 わくわくひろば

26
<新道> よつば

10:30～11:30

10:00～10:30

<清水> うさこちゃんクラブ

子育てサロン いちご組
10:00～11:30

28

永

25
施設開放

永＝永興こども園

＜ ＞＝児童館
□＝幼稚園
※このように表示しています。

とび出せ！どんぐり広場
10:00～12:00

<新道> あさのひろば 月･水･土曜日 11:45～
祝日除く
にじのひろば 月～金曜日 14:45～
<清水>子育てワイワイきよみず広場 毎週木曜日 10:45～12:00
子育てほっと広場 月～土曜日 10:00～17:00
<今熊野>ぴっぴちゃんクラブ 毎週水曜日 10:30～14:00

ありんこ広場
毎週月～水・金・土曜日(木・日・祝日休み)

10:00～16:00

