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鶴山保育所における子育て支援事業につ
いて

京都市鶴山保育所 乳幼児親子
京都市鶴山保育所
（231-6289)

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，当面の間，事業を中止します。事業の再開につきましては，鶴
山保育所へお問い合わせください。
 子育て相談は，お電話でお受けしています。お困りのことがありましたら，ご相談ください。

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 京都市立翔鸞幼稚園
0～２歳の
未就園児親子

翔鸞幼稚園
（461-3642）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，予定は検討中です。
翔鸞幼稚園ホームページの「たんぽぽ組」をご確認ください。
（通常は，たんぽぽ組は毎週，月・水・金曜日（祝日は除く）9:30～11:30に実施しています。）
※初回のみ名札代100円

10:30～12:00 遊びの広場（わかば園） わかば園 未就園児親子
わかば園
（256-2727）

◎新型コロナウイルスの状況に伴い，実施については『わかば園ホームページ』をご覧ください。

10:00～11:30 待賢幼稚園　ひよっ子クラブ 京都市立待賢幼稚園 0～3歳児親子
待賢幼稚園
（841-3200）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，予定は検討中です。待賢幼稚園へご連絡いただくか，ホーム
ページをご確認ください。
初回のみ300円（登録料・名札代）

              ぱたぽん　６月号  上京区はぐくみだより　２０２０・６・１　発行
   今月もぱたぱた・・・ぽん！　ぱたぽんがみなさんのお手元に届きますように・・・。

         ＜発行＞京都市上京区今出川通室町西入掘出シ町２８５　上京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室（子育て相談担当）
　　　　　　              電話：４４１－２８７３　FAX：４３２－２０２５　ホームページ：https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000045142.html

    開設時間：８時３０分～１７時（土曜・日祝・年末年始は除く）

京都市子育てアプリ「京都はぐくみアプリ」配信中！
「京都はぐくみアプリ」は子育て関連のイベントや子育て支援施策の情報を手軽に入手することができるアプリです。

アプリのダウンロードはこちらからどうぞ！
https://www.kyoto-kosodate.jp/app

　

1日(月)～
30日(火)

新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点や，今後の動きにより，現在ぱたぽん６月号に掲載中のイベントにつきましても，変更や中止となる場合があり

ます。ご参加いただく際には，事前に，各施設のホームページでご確認いただいたり，直接お電話でお問い合わせください。

いろいろ⼯夫されても，⽬の前で⼦どもが騒いでいたり，泣き叫んでいたりするの

が続くと，どんな親御さんでもイライラを抑えられなくなることはあり得ることです。

感情温度計で３や４の段階と感じたら，ともかく，お⼦さんから離れてみましょう。

別の部屋に⾏ったり，家の外に出てみるのもよいでしょう。深呼吸をしたり，少し歩

き回ったりし，気持ちが落ち着いてからお⼦さんのところに戻るとよいと思います。

お⼦さんは，まだ騒いでいるかもしれませんが，今度は，前より落ち着いて対応でき

るかもしれません。

そして，お⼦さんには「お⺟（⽗）さんが，さっき出て⾏ったのは，お⺟（⽗）さ

んの気持ちを落ち着けるためで，あなたが嫌いになったのではないから⼼配しないで

ね」など，お⼦さんを安⼼させる⾔葉をかけてあげるのも忘れないでくださいね。

もし，心配なことがあれば…

お子さまの発育や発達のこと，不安なこと，話を聞いて欲しい等あれば，

上京区役所子どもはぐくみ室 子育て相談担当（４４１－２８７３）

まで，お気軽にお電話ください。

⾃分の苛⽴ちを知り、リラックスする⽅法です！

ご⾃⾝の苛⽴ちを⼼の中の感情温度計をイメージして⾃覚すると冷静に対応できます。

新型コロナウイルスの影響で，健康⾯や経済⾯の

⼼配が続き，先が⾒えない中，親も⼦も不安が募り，

気持ちが滅⼊ってしまうことなど，増えておられま

せんか？

お友達同士の交流も自粛したり，限られた⽣活

空間でストレスが溜まり，感情的に⼦どもに当た

ってしまったり，親⼦で⼀緒にいることが⾟くな

ってしまうこともあるかもしれません。

そうなりそうな時，安定した気持ちでいられる

よう，右のようなことが役に⽴つかもしれません。

よければ試しみてくださいね。

（参考）＊公益社団法人日本小児科学会HPより
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1日(月)～
30日(火)

9:30～11:30 うさぎ組・ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
うさぎ組：2歳児親子
ひよこ組：０～２歳児

みつば幼稚園
（441-3752）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のための休園に伴い，「うさぎ組」・「ひよこ組」・「園庭開放」はす
べて休止しております。今のところ再開は未定です。
実施可能になり次第，幼稚園のホームページにてお知らせをいたしますのでご確認ください。

午前中 ひよこ組・うさぎ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園
ひよこ組：０～３歳
うさぎ組：満3歳～

京極幼稚園
（231-6696）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，当面お休みします。教材等はお届けしています。
再開については，京極幼稚園のホームページ等でお知らせします。
ひよこ組：火・金の午前中　対象０～３歳　／うさぎ組：月～金の午前中　対象満3歳～
費用：初回のみ500円（登録料）

9:30～11:00 乾隆すくすくクラブ 乾隆会館２階 未就園児親子
上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，残念ながら今月は中止とさせていただきます。
※毎月第１金曜日9:30～11:00開催

10:30～12:00 西陣親子ふれあい広場
元・西陣小学校
２階多目的ルーム

妊婦さん～
乳幼児親子

あっと・ほーむ
（462-1230）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，残念ながら今月は中止とさせていただきます。
お電話でのご相談や情報提供に応じています。
※毎月第２日曜日10:30～12:00に開催しています。

10:00～12:00 聚楽エンジェル
元聚楽小学校
東校舎

乳幼児親子
松山さん
（451-0836）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，当面の間，中止とさせていただきます。
再開につきましては，現在は未定となっております。
※毎週水曜日10:00～12:00に開催しています。

10:00～12:00 滋野くさひばり
京都まなびの街
生き方探究館
（１階子育てルーム）

乳幼児親子
上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，残念ながら今月は中止とさせていただきます。
詳しくは，「子育てサロンくさひばり」のInstagramをご確認ください。
※毎週水曜日10:00～12:00に開催しています。

10:00～12:00 仁和子育てわくわくサロン
仁和老人ディサービスセ
ンター

乳幼児親子
河島さん
（463-0627）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，当面活動を休止いたします。
（通常は，毎月第２月曜と，第４水曜日の10:00～12:00に開催しています。）

10:00～17:00 子育てほっと広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子
上京児童館
（464-4815）

ランチタイムあり　　日曜・祝日はお休みです。

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
お庭であそぼう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

自由開放　☆好きなおもちゃでゆっくり遊んでくださいね！

10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児
室町児童館
（414-0784）

トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。
自由参加

10:00～13:00
上京えんじぇる“ぎゅうっと”ひろば
「つどいっこ」（ほっこりはあと出町）

上京区役所
保健福祉センター
多目的室

乳幼児とご家族

上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，６月の「つどいっこ」は中止します。
次回の開催予定は，７/６（月）です。

10:30～11:30 ぽこ・あ・ぽこ（西陣児童館） 西陣児童館
1歳児～
就園前児親子

〇
西陣児童館
（451-8972）

はじめまして
対象：1歳児～就園前のお子さま（登録制）
費用：年会費　500円
お問合せは西陣児童館（４５１－８３７２）まで

11:00～12:00 体重測定（とねりこの家）
まちの縁側
「とねりこの家」

乳幼児親子
とねりこの家
（431-7600）

開所しますが，新型コロナウイルス感染防止のため，当面事業は実施しません。
体重測定（随時）

1日(月)～
30日(火)

1日(月)

2日(火)
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10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方はお問合せください。
１歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　登録制　 毎週火曜日　10：30～11：30

10:30～11:30 あそびの広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子
上京児童館
（464-4815）

自由あそび　ランチタイムあり

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
紙芝居をみましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 パレード♪（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子
西陣児童館
（451-8972）

親子ふれあいあそび
対象：0歳児親子　予約・費用は不要です。

10:30～11:15 ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
0歳児（平成31年4月2日生まれ～）　登録制
水曜日　10:30～11：15

10:00～12:00 春日にこにこサロン
御所東小学校西門北側
春日自治会館

乳幼児親子
上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

本来なら，新聞遊び・読み聞かせの予定でありますが，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，開催のめ
どが立っておりません。
お問合せは　kasuga.niconicosaron@gmail.com まで
（通常は，毎月，第１木曜日・第３木曜日　10:00～12:00　に開催しています。）

11:00～12:00
ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館

２歳児以上と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも木曜日

10:30～11:30 遊びの広場（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

１１：１５～職員による手あそびや絵本読み聞かせがあります。
乳幼児親子対象　予約・費用不要

9:30～11:00 乾隆すくすくクラブ 乾隆会館２階 未就園児親子
上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
0歳児～未就園児さん対象です。みなさん遊びにきてくださいね。
※毎月第１金曜日9:30～11:00　乾隆会館にて開催

10:30～11:30 フリースペース（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

すきなおもちゃで遊んでいただけます。ご自由にお越しください。
乳幼児親子対象　予約・費用不要

10:00～11:00 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 未就園児
せいしん幼児園
（415-1234）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，予定がはっきりしておりません。
利用される方は，園までお問合せください。

10:30～11:30 さんさんクラブ（室町児童館） 室町児童館 ２歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
2歳児（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）　登録制
金曜日　10:30～11:30

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館
妊娠～0歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　　ランチタイムあり
※いずれも金曜日

6日(土)
14:30～15:30 出前児童館「しゃぼん玉」

（西陣児童館）
橘公園 どなたでも

西陣児童館
（451-8972）

場所：橘公園　（雨天時：西陣児童館）
対象：地域の方々　　予約・費用不要

3日(水)

4日(木)

5日(金)

2日(火)
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8日(月) 9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
４，５月生まれのお誕生日会をしましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

8日(月) 10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児
室町児童館
（414-0784）

トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。
自由参加

10:30～11:30 ぽこ・あ・ぽこ（西陣児童館） 西陣児童館
1歳児～
就園前児親子

〇
西陣児童館
（451-8972）

鶴山保育所の先生とのお話し会
対象：1歳児～就園前のお子さま（登録制）
費用：年会費　500円
お問合せは西陣児童館（４５１－８３７２）まで

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方はお問合せください。
１歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　登録制　 毎週火曜日　10：30～11：30

10:30～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館
1歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも火曜日

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
かたつむりをつくりましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 パレード♪（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子
西陣児童館
（451-8972）

うちわ作り・身体測定
対象：0歳児親子　予約・費用は不要です。

10:30～11:15 ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
0歳児（平成31年4月2日生まれ～）　登録制
水曜日　10:30～11：15

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 子育て中の保護者
上京児童館
（464-4815）

のんびりお茶をしながら，ハンドメイドをしませんか？
対象：子育て中の保護者。お子様連れOK

10:30～11:30 遊びの広場（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

１１：１５～職員による手あそびや絵本読み聞かせがあります。
乳幼児親子対象　予約・費用不要

11:00～12:00
ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館

２歳児以上と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも木曜日

10:30～11:30 さんさんクラブ（室町児童館） 室町児童館 ２歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
2歳児（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）　登録制
金曜日　10:30～11:30

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館
妊娠～0歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　　ランチタイムあり
※いずれも金曜日

13日(土) 10:00～11:00 園庭開放（心月保育園） 心月保育園 乳幼児親子
心月保育園
（241-3321）

9日(火)

10日(水)

11日(木)

12日(金)



																																																																																																																																																																																																						日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 申込 連絡先 備　　　　　考

15日(月) 9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
歌や手遊びを楽しみましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

自由開放　☆好きなおもちゃでゆっくり遊んでくださいね！

10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児
室町児童館
（414-0784）

トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。
自由参加

10:30～11:30 ぽこ・あ・ぽこ（西陣児童館） 西陣児童館
1歳児～
就園前児親子

〇
西陣児童館
（451-8972）

音楽遊び♪
対象：1歳児～就園前のお子さま（登録制）
費用：年会費　500円
お問合せは西陣児童館（４５１－８３７２）まで

10:15～11:00 施設開放（上京陵和園） 上京陵和園
１～2歳児と
保護者

〇
上京陵和園
(462-6172)

◎新型コロナウイルスの状況により，中止する場合があります。
実施については，上京陵和園（462-6172）までお問合せください。

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方はお問合せください。
１歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　登録制　 毎週火曜日　10：30～11：30

10:30～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館
1歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも火曜日

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
歌や手遊びを楽しみましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 パレード♪（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子
西陣児童館
（451-8972）

絵本の読み聞かせ
対象：0歳児親子　予約・費用は不要です。

10:30～11:15 ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
0歳児（平成31年4月2日生まれ～）　登録制
水曜日　10:30～11：15

10:30～11:30 あそびの広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子
上京児童館
（464-4815）

自由あそび　ランチタイムあり

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 子育て中の保護者
上京児童館
（464-4815）

のんびりお茶をしながら，ハンドメイドをしませんか？
対象：子育て中の保護者。お子様連れOK

10:00～12:00 春日にこにこサロン
御所東小学校西門北側
春日自治会館

乳幼児親子
上京区役所
子どもはぐくみ室
（441-2873）

本来なら，特別講座（内容未定）・読み聞かせの予定でありますが，新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め，開催のめどが立っておりません。
お問合せは　kasuga.niconicosaron@gmail.com まで
（通常は，毎月，第１木曜日・第３木曜日　10:00～12:00　に開催しています。）

11:00～12:00
ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館

２歳児以上と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも木曜日

15日(月)

16日(火)

17日(水)

18日(木)



																																																																																																																																																																																																						日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 申込 連絡先 備　　　　　考

19日(金) 10:30～11:30 フリースペース（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

すきなおもちゃで遊んでいただけます。ご自由にお越しください。
乳幼児親子対象　予約・費用不要

10:00～11:00 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 未就園児
せいしん幼児園
（415-1234）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，予定がはっきりしておりません。
利用される方は，園までお問合せください。

10:30～11:30 正親ひよっこサロン 正親福祉会館 未就園児
せいしん幼児園
（415-1234）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，予定がはっきりしておりません。
利用される方は，せいしん幼児園までお問合せください。

10:30～11:30 さんさんクラブ（室町児童館） 室町児童館 ２歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
2歳児（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）　登録制
金曜日　10:30～11:30

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館
妊娠～0歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

４・５・６月生まれのお誕生会
随時登録　　ランチタイムあり
※いずれも金曜日

21日(日) 10:30～12:00 桃薗ももクラブ 西陣中央小学校・和室 乳幼児親子
山岸さん
（417-2439）

※毎月第３日曜日10:30～12:00に開催しています。

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
てるてるぼうずを作りましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

自由開放　☆好きなおもちゃでゆっくり遊んでくださいね！

はいはいから
1歳児
10:30～11:15
おおよそ2歳児以
上の幼児11:15
～12:00

Let’s　リトミック（室町児童館） 室町児童館 乳幼児
室町児童館
（414-0784）

はいはいから1歳児さん（10:30～11:15）
おおよそ2歳児以上の幼児さん（11:15～12:00）
予約：不要（開始10分前より受付）
参加費：１回300円・チケット2回分500円

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方はお問合せください。
１歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　登録制　 毎週火曜日　10：30～11：30

10:30～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館
1歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも火曜日

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
お庭であそぼう　『園長先生と話そう』
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 パレード♪（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう（鶴山保育園の先生も遊びに来てくださいます。）
対象：0歳児親子　予約・費用は不要です。

10:30～11:15 ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
0歳児（平成31年4月2日生まれ～）　登録制
水曜日　10:30～11：15

19日(金)

22日(月)

23日(火)

24日(水)



																																																																																																																																																																																																						日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 申込 連絡先 備　　　　　考

24日(水) 10:30～11:30
御所東あそびの広場
（上京児童館御所東学童クラブ）

御所東学童クラブ 乳幼児親子
上京児童館御所東
学童クラブ
（211ー8474)

場所：御所東学童クラブ　遊戯室　（御所東小学校内）

10:30～11:30 月イチイベント（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

「嘉楽パンダクラブと一緒に寒天あそび」
汚れてもいい洋服でお越しください。

10:30～12:００ 嘉楽パンダクラブ 西陣児童館 乳幼児親子
竹本さん
(090-1145-8893)

「寒天あそび」
汚れてもいい洋服でお越しください。

11:00～12:00
ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館

２歳児以上と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも木曜日

10:30～11:30 さんさんクラブ（室町児童館） 室町児童館 ２歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方は，お問合せください。
2歳児（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）　登録制
金曜日　10:30～11:30

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館
妊娠～0歳児と
その保護者

〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　　ランチタイムあり
※いずれも金曜日

27日(土) 10:30～11:30 モンキータイム（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

小学生と一緒に音楽遊びをしましょう
乳幼児親子対象　予約・費用不要

9:30～11:30
教育相談・さくらんぼクラス
（乾隆幼稚園）

京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子
乾隆幼稚園
（441-0406）

◎新型コロナウイルス感染防止のため，中止となる場合があります。
直接お問い合わせの上，ご参加ください。
6月生まれのお誕生日会をしましょう
楽しいことしていっぱい遊んで，心も体も動かそう！！
 遊びの時間・・・（月）（水）９：３０～１１：３０（途中からでもきてね）
※初回のみ名札代130円

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子
西陣児童館
（451-8972）

自由開放　☆好きなおもちゃでゆっくり遊んでくださいね！

10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児
室町児童館
（414-0784）

トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。
自由参加

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児 〇
室町児童館
（414-0784）

登録を希望される方はお問合せください。
１歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　登録制　 毎週火曜日　10：30～11：30

10:30～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館 1歳児とその保護者 〇
上京児童館
（464-4815）

随時登録　ランチタイムあり
※いずれも火曜日

30日(火)

25日(木)

26日(金)

29日(月)



   

 

北野幼稚園  463-0111   京都市鶴山保育所  ２３１-６２８９ 

京和幼稚園  811-0582 北野保育園  ４６２-６４９１ 

浄福寺幼稚園  441-0836 信愛保育園  ８４１-５７６１ 

聖ドミニコ学院京都幼稚園  256-2128 せいしん幼児園  ４１５-１２３４ 

寺之内幼稚園  441-5303 西陣和楽園  ４６１-２０６０ 

同志社幼稚園  251-4391 京都市上京保育所  ４１４-２３５１ 

ひまわり幼稚園  801-3921 心月保育園  ２４１-３３２１ 

京極幼稚園  231-6696 わかば園  ２５６-２７２７ 

みつば幼稚園  441-3752 中立保育園  ４４１-２５１２ 

待賢幼稚園  841-3200 上京陵和園  ４６２-６１７２ 

乾隆幼稚園  441-0406 こぐま白雲北保育園  ４４１-１７３０ 

翔鸞幼稚園  461-3642 京都 YWCAあじさい保育園  ４３１-０３５１ 

ほっこりはあと出町  708-7736 京都市上京児童館   ４６４-４８１５  

おひさまルーム   464-7439 西陣児童館  ４５１-８９７２  

まちの縁側「とねりこの家」  431-7600 京都市室町児童館   ４１４-０７８４  

＜ 子育てサロン ＞   就園前の乳幼児親子を対象とした子育て支援の取組みです。保護者同士の交流，情報交換やほっと 

                 できる居場所として楽しめます。地域の主任児童委員等や社会福祉協議会が運営しています。 

成逸ひよこクラブ 

成逸会館 2 階 

090-1957-5241 

     ＜大石さん＞ 

堀川通寺之内二丁目下天神町 650-1  成逸会館 2 階 

                ※毎月第 2 木曜日 10:00～12:00 開催 

乾隆すくすくクラブ 

乾隆会館 

  お問い合わせは 

 子どもはぐくみ室 

千本寺之内東入姥ケ寺之前町  乾隆会館 2 階 

１月・５月はお休み ※毎月第 1 金曜日 9:30～11:00 開催  

西陣親子ふれあい広場 

元・西陣小学校(多目的ルーム) 

  462-1230 

 ＜あっと・ほーむ＞ 

上京区上立売通堀川西入  元 西陣小学校 2 階 多目的ルーム       

                 ※毎月第 2 日曜日 10:30～12:00 開催 

嘉楽パンダクラブ 

西陣児童館 

090-1145-8893 

 ＜竹本さん＞ 

元誓願寺通千本東入  西陣児童館 

１月はお休み ※毎月第１土曜日か不定期木曜日  10:00～12:00 開催 

桃薗ももクラブ 

西陣中央小学校・和室 

  4１7-2439 

 ＜山岸さん＞ 

大宮通今出川上る観世町１３５－１  西陣中央小学校 和室 

                 ※毎月第 3 日曜日 10:30～12:00 開催 

聚楽エンジェル 

元聚楽小学校 東校舎 

  451-0836 

＜松山さん＞ 

葭屋町通中立売下る北俵町 317  元聚楽小学校 東校舎 

                 ※毎週水曜日 10:00～12:00 開催    

滋野くさひばり 

京都まなびの街生き方探究館 

  お問い合わせは 

子どもはぐくみ室 

西洞院下立売下ル東裏辻町 402  京都まなびの街生き方探究館              

１階子育てﾙｰﾑ      ※毎週水曜日 10:00～12:00 開催 

春日にこにこサロン 

御所東小学校西門北側 春日自治会館 

   お問い合わせは 

  子どもはぐくみ室 

河原町丸太町上る  御所東小学校西門北側 春日自治会館 

                 ※毎月第１・３木曜日 10:00～12:00 開催 

待賢ひよっ子クラブ 

待賢幼稚園 

  841-5526 

＜原さん＞ 

丸太町通黒門東入藁屋町 536-1  待賢幼稚園内 

                 ※毎週月・金曜日 10:00～11:00 開催 

仁和子育てわくわくサロン 

仁和老人ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

  46１-4943 

＜櫛橋さん＞ 

御前通一条下ル東竪町 132-1  仁和老人ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

        ※毎月第２月曜・第４水曜 10:00～12:00 開催 

正親ひよっこサロン 

正親福祉会館 

  415-1234 

  ＜せいしん幼児園＞ 

裏門通中立売下る  正親福祉会館  

                ※毎月第３金曜日 10:30～11:30 開催 

幼稚園・保育園・児童館・つどいの広場・子育てサロン 連絡先    


