ふわりん

東山はぐくみだより
2021. 4/1 発行

VOL.48

桜のつぼみも膨らんで･･いよいよ春本番！
今月も感染症予防をしながら
親子でお出かけ，楽しんでくださいね★★
ふわりんは毎月 1 回発行しています。
～ホームページでも更新中～
検索

東山ふわりん

こちらからも是非ご覧くださいね。

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感染拡大防止のため，掲載している催しは
中止または変更になる場合があります。

善立寺保育園
※要予約

TEL 531-0244

「園庭開放」

感染症対策のため
1 日 3 組までと
させていただきます。
各回，前日までに電話にて
お申し込みください。

１5 日(木)・２0 日(火)・22 日(木)
10:00～11:00 ※雨天中止

昭和保育園

TEL 561-0091

★こぶたクラブの日★

※要予約
※5 組限定。

「園庭であそぼう」１５日(木)

参加される方は園の HP に記載の
投稿フォームより名前・お子様の月齢を
ご記入の上，お申込みください。

10:00～11:30
対

象：未就園児（0･1･２歳児の親子）

持ち物：水分補給のお茶など・帽子
着替え・タオル

愛友保育園

TEL 525-2575

光保育園

TEL 531-0219

「園庭開放」月・水曜日

4 月の活動はお休みします。

12:15～13:15
対象：就学前児とその保護者

永興こども園
「施設開放」

TEL 561-0102

木曜日 10:30～11:30

対象：未就園児の親子

認定こども園

小松谷保育園

TEL 541-8389

※要予約

「園庭開放」平日 9:00～12:00

８日 手形・足形アート

広い園庭で，のびのびと遊べます。

１５日 おもちゃで遊ぼう
２２日 英語で遊ぼう with Mark
身体測定

～子育て相談は随時受付中～
施設開放に
参加された方に
普通食の給食試食を
ご用意致します。

お電話で，お問合せ下さい。

真覚寺保育園 TEL 561-6011
「園庭開放」20 日(火) 10:30～11:30
対象：未就園児のお子様と保護者
春の陽ざしをあびて，お砂あそびなど
一緒に楽しみましょう❁

三条保育所
▼あかちゃんひろば▼

TEL 531-1020
▼乳児棟ホールであそぼう▼

ねんねからハイハイまでのあかちゃんの遊び場です。
乳児棟ホールの広い場所でハイハイしたり，
おもちゃで遊ぶことができます。

8・15・22 日 木曜日 9:30～11:15
乳児棟のホールですべり台やおもちゃであそびましょう。
乳児棟園庭でもあそびましょう。

22 日(木)13:30～14:30

▼おとうさんもあそぼう▼
保育士と一緒にお部屋や園庭で親子で遊んだり
子育てについてお話しましょう。

「にこにこ広場」
保育所の庭やにこにこの部屋で
親子で一緒に遊びませんか。
絵本の貸出しや
子育て相談もしています。
月曜日～土曜日(祝日除く)

24 日(土)10:30～11:00

▼親子半日保育体験

※要予約

(随時)▼

お子さんと同じ年齢のクラスに入って，
給食までの時間を一緒に過ごしてみませんか。

9:00～12:00 ・14:30～16:30

※参加費 300 円(親子給食 2 食分)

※5 日(月)から始まります

新道児童館
2021 年度（令和 3 年度）
乳幼児クラブ登録受付中！！
詳しくは職員までおたずね下さい。

TEL 531-5319

乳幼児クラブ（登録制）無料（内容により徴収する場合があります。）
ふたば

27 日(火)

11:00～約 30 分間 ・0～１歳半の乳幼児とその保護者

みつば

22 日(木)

体操・うた・絵本の紹介・表現活動など
11:00～約 30 分間 ・１歳半～就園前の乳幼児とその保護者

よつば

23 日(金)

体操・うた・絵本の紹介・表現活動など
11:00～約 30 分間 ・年齢制限なし！どなたでもどうぞ！
体操・うた・絵本・おもちゃの紹介・季節の行事など

乳幼児の広場活動（自由参加）
内容：はとぽっぽ体操・手あそび

あさのひろば 毎週 月・水・土

11:45～
※4/1(木)～17(土)までは毎日開催！

にじのひろば 毎週 月～金(祝日除く)

14:45～
※4/16(金)までお休みです。

登録受付中！
年間 1600 円

今熊野児童館

TEL 561-6187

対象：0 歳～就園前の
乳幼児親子

16 日(金)
23 日(金)
30 日(金)

11:00～12:00

ぴっぴちゃんクラブ

水曜日

10:30～14:00

母親クラブトーマスの会

20 日(火)
27 日(火)

11:00～12:00

こっこクラブ

たんぽぽキッズ

出席カード作り,自己紹介あそび・親子写真＆手形
ゲームあそび・パネルシアター
こいのぼり工作・Song♪・4 月生まれ誕生日会
親子で自由にあそんで頂ける広場です。
お弁当持参で食べて頂いても結構です。
乳幼児親子の皆さんで楽しく活動されています。
いつでもお気軽にお越しください。見学可。

今年度の申し込みは
4/21(水)から
案内開始します。

清水児童館

TEL 541-0433
●「親子 de ランチ」
月曜日～金曜日 12:00～13:00
持ってきたお弁当を食べることができます！
感染症対策に気を付け，マナーを守り楽しくご利用ください。

●「うさこちゃんクラブ」 ※登録制
5 月 12 日(水)から活動開始
対象：１歳６か月以上の乳幼児とその保護者

●「おしゃべりカフェタイム」
15・22 日(木) 11:00～12:00

●「赤ちゃんのおたのしみ会」
８日(木) 11:00～11:30
対象：0～２歳までの乳幼児親子

「子育てワイワイきよみず広場」のおともにほっと一息
場所：東山図書館

1 杯 50 円(カフェインレス コーヒー・ミルクティー等)

●「子育てほっと広場」

●「ほっぺちゃんクラブ」
13・20・27 日(火) 10:30～11:00
対象：0 歳～1 歳半の乳幼児親子とその保護者
※↑対象年齢が変わりました!!
スキンシップ遊びを中心に，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。
※要予約

乳幼児さんよっといデー

▼「お話ショータイム＆ふれあい遊び」
21 日(水) 11:00～11:45
対 象：乳幼児親子 先着 10 組(５日～受付開始)
内 容：みんなでパネルシアターやエプロンシアター，
絵本を楽しんだり，親子体操やダンスで身体を
動かして遊ぼう！

泉山幼稚園
※要予約

10:00～17:00 開館日は常時開催しています。
自由に親子でご利用ください。

NEW

子育てワイワイきよみず広場

き がるに ○
よ ってこ ○
み んな ○
ず っと仲間だよ！
○
親子で自由に遊びながら，子育ての情報交換他，いろんなお話をし
ませんか？子育て中の息抜き！リフレッシュ！皆さんの癒しのスポット！
音楽を聞きながらおしゃべりしたり，手芸をしたり，シェイプアッ
プ体操やダンス，講座の日もありますよ！

▼「オルゴール曲を聞きながらゆったりすごそう！」
15・22 日(木) 10:45～12:00
対 象：乳幼児親子 (自由参加制)

TEL 525-0021

園庭開放「ひよこライブラリー」

※ひよこライブラリーは人数を制限し，安心してご参加していた
だけるよう事前申込制で木・金曜に分散して開催します。
ホームページより予約申込をしてから来園してください。

日 時：木・金曜日 10:30～12:00
（15・16 日 22・23 日）
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
参加費：初回のみ名札代 150 円

季節に合わせた親子製作や園庭あそび，
リズム体操やうた，おはなしなど
楽しいコーナーがいっぱい☆
0 歳の赤ちゃんから室内で遊んでいただけますよ！
※2 日間連続での
参加予約はできません。
※各日 15 組程度

「ようこそ！赤ちゃん＆ぴよクラブ」
＜HP より事前申し込み制＞
※要予約
24 日（土） 雨天決行
※感染対策のため，室内での活動は
時間入替制にて，密を避けて行います。
◎『ぴよクラブ』
9:15 受付 9:30～10:30
（12:00 までは戸外で遊べます）
対象：2019 年 4 月 2 日生まれ以降の
しっかり歩き始めたお子さまとご家族
◎『赤ちゃんクラブ』
10:30 受付 11:00～12:30
対象：0 歳から歩き始めるまでの
お子さまと保護者，妊婦さん

・子どもたちの成長で大切にしている
「からだのこと」
「あそぶこと」
「たべること」を遊んで
学べる楽しいコーナーが盛りだくさん！
・当日は栄養士・助産師・発達の専門家にもお越しいただき，
みなさまの知りたい！お応えします。
・おうちで遊べるおもちゃ作りや，手型・足型の記念カードの
お土産も♪
・2021 年度の赤ちゃん＆ぴよクラブの入会も同時受付しています。
・詳細は HP をご覧のうえ，お申込みください。

華頂幼稚園

TEL 541-4188

『わくわくひろば』毎週水曜日

ちいさいお子さまの育児をしておられる方が，

21・28 日(水)10:30～12:00（受付は 10:00～）

同じ年代の子どもや，同じ気持ちで

対 象：0 歳～就園前までのお子様と保護者

子育てをしておられる方と一緒に子どもを

持ち物：着替え・水筒・タオル・親子共に上靴

遊ばせたり，話をしたりする中で，ちょっとでも
ほっとしたり，悩みを相談したりできる

（上靴に代わる靴でも可）
・下靴入れ
費 用：初回のみ￥200 の登録料が必要

あたたかい雰囲気の場が用意できたらと
毎週水曜日に『わくわくキッズ』を開催しています。

※華頂幼稚園のホームページでご確認ください。

京都幼稚園

とび出せ！！どんぐり広場

TEL 531-7390

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。

4 月の
未就園児活動は
お休みします。

１２日(月)14:00～16:00「こいのぼり作り」
２６日(月)14:00～16:00「手遊び・うた遊び」
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）★★

東山区
子どもはぐくみ室
※要予約

子育て交流会

ふわりん横丁

0 歳～就学前の子どもと保護者のための遊び場＆交流会です。
親子で楽しいひとときを過ごしませんか。

令和 2 年度まで開催していた「ほっとタイム」(0～
8 か月児対象)については，令和 3 年度からは，
「ふ
わりん横丁」(0 歳児から就学前までの親子を対象)
として開催します。
赤ちゃんスペースを設けるなど，安全面に配慮いた
しますので，気軽にご参加ください。

日時：13 日(火)10:00～11:00（受付は９:45 から）
対象：0 歳～就学前までの親子
場所：東山区役所保健福祉センター 保健指導室
内容：
「子どもの食事について」

※要予約

乳幼児歯科相談

お口のことで気になることや歯の磨き方など
気軽にご相談ください。むし歯チェックもできます！
日 時：２７日(火) 9:00～10:00

※要予約

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：２７日(火) 9:00～10:00
場 所：東山区役所保健福祉センター
持ち物：母子健康手帳

対 象：０歳～未就学児

ふわりん（毎月発行中）

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，
バスタオル(寝かして健診をする際に使用)

※事前に
お申込み下さい。
子どもはぐくみ室

TEL 561-9349

子育てコミュニティベース in 東山「ひなたぼっこ」
季節のイベント，おもちゃ作り，お誕生日会など
楽しくマイペースに活動している子育てサークルです♪

貞教学区子育てサロン「いちご組」

☆まずは皆さんお気軽に見学に来てください☆

屋根のある公園！いちご組にみんな集まれ～！

●場所：やすらぎ・ふれあい館 会議室

どなたでも！親子であそびにきてね！

●対象：０歳～就学前児の親子さん

●日時：毎週月曜日 10:00～11:30

●年会費：1,000 円（保険含む）

●お問い合わせ先：TEL 533-3380（村岡さん）

●お問い合わせ先：hinatabokko.circle@gmail.com

カレンダー
日

●日時：毎週金曜日 10:30～12:00

●場所：貞教会館

月

火

日祝除く
光「園庭開放」月・水曜日 12:15～13:15
三「園庭開放」にこにこ広場 9:00～12:00・14:30～16:30 ※5 日から始まります。
「乳児棟ホールであそぼう」木曜日 9:30～11:15 ※1 日はお休み 15 日は身体測定
小「園庭開放」平日 9:00～12:00

水

木
1

金

土

2

3

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山

「ひなたぼっこ」
10:30～12:00

4

5

6

7

貞教学区/いちご組
10:00～11:30

永

8

9

施設開放

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山

10:30～11:30

<清水>赤ちゃんのおたのしみ会

10

「ひなたぼっこ」
10:30～12:00

11:00～11:30

11

12
貞教学区/いちご組

13
<清水>ほっぺちゃんクラブ

14

15
永

10:30～11:00

10:30～11:30

10:00～11:30

昭 こぶたクラブの日

【子は】ふわりん横丁

10:00～11:30

10:00～11:00

と び 出 せ !! ど ん ぐ り 広 場
14:00～16:00

施設開放

善

園庭開放
10:00～11:00

<清水>子育てワイワイきよみず広場
10:45～12:00
おしゃべりカフェタイム
11:00～12:00

16
<今熊野>こっこクラブ

17

11:00～12:00

泉山 ひよこライブラリー
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」
10:30～12:00

泉山 ひよこライブラリー
10:30～12:00

18

19
貞教学区/いちご組

真

10:00～11:30

善

20
園庭開放

21
<清水>乳幼児さんよっといデー

10:30～11:30

11:00～11:45

園庭開放

華頂わくわくひろば

10:00～11:00

10:30～12:00

<清水>ほっぺちゃんクラブ

永
善

22

23

施設開放

<今熊野> こっこクラブ

10:30～11:30

11:00～12:00

園庭開放
10:00～11:00

三 あかちゃんひろば

10:30～11:00

13:30～14:30

<新道>みつば 11:00～
<清水>子育てワイワイきよみず広場
10:45～12:00
おしゃべりカフェタイム
11:00～12:00

<新道>よつば 11:00～

24
三 おとうさんもあそぼう
10:30～11:00

泉山

ぴよクラブ

9:30～10:30

泉山 ひよこライブラリー

赤ちゃんクラブ

10:30～12:00

11:00～12:30

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山

「ひなたぼっこ」
10:30～12:00

泉山 ひよこライブラリー
10:30～12:00

25

26
貞教学区/いちご組
10:00～11:30
と び 出 せ !! ど ん ぐ り 広 場
14:00～16:00

27
<新道>ふたば 11:00～

28
華頂わくわくひろば

<清水>ほっぺちゃんクラブ

10:30～12:00

10:30～11:00

29
昭和の日

30
<新道>よつば 11:00～
<今熊野> こっこクラブ
11:00～12:00

【子は】乳幼児歯科相談

子育てｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ in 東山

9:00～10:00

「ひなたぼっこ」

乳幼児健康相談

10:30～12:00

9:00～10:00

祝日除く
<新道> あさのひろば 月･水･土曜日 11:45～ ※１日(水)～17 日(土)まで毎日，実施します！
にじのひろば 月～金曜日 14:45～ ※16 日(金)までお休み。
昭＝昭和保育園
愛＝愛友保育園
＜ ＞＝児童館
<清水> 親子 de ランチ 月曜日～金曜日 12:00～13:00
永＝永興こども園 真＝真覚寺保育園 □＝幼稚園
子育てほっと広場 月～土曜日 10:00～17:00
光＝光保育園
小＝認定こども園 【子は】＝東山区
<今熊野>ぴっぴちゃんクラブ 毎週水曜日 10:30～14:00
善＝善立寺保育園
小松谷保育園
子どもはぐくみ室
母親クラブトーマスの会 たんぽぽキッズ 20・27 日(火) 11:00～12:00
三＝三条保育所
※このように表示しています。

