
京都市立幼稚園では，全園で，午後６時まで

預かり保育を実施しています。 

  

 京都市立幼稚園では，０～５歳児の子どもを遊ばせ，その様子を見ながら子育ての悩み， 

しつけなど，さまざまな相談に応じています。ぜひ京都市立幼稚園へあそびにきてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 京都市立上賀茂（かみがも）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～２歳児「たまご組」年間 700円 
7 月から開始予定。時間：10 時～12 時（毎金曜日） 

○ 対象：３歳児「ひよこ組」 

6 月 3 日（水）雨天時 5日（金） 

6 月 8 日（月）雨天時 10日（水）この 2 日間は園庭開放 

開放時間は 10時～11時 

16 日（火）18 日（木）23日（火）25日（木）30日（火） 

9 時 30分～11時です。ひよこ組の活動を行います。 

☎７８１－２３３６（北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町１） 

 

 

☆ 京都市立京極（きょうごく）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０歳～３歳「ひよこ組」 ＊予約不要 
日時：9時 30分～11時 30分(火・木)  ＊初回 500円 

 4 日（木）９日（火）11日（木）16日（火） 
18 日（木）23日（火）25日（木）30日（火） 
園庭や絵本室などで遊びましょう。先生と歌ったり，

手遊びしたり，絵本を見たりしましょう。餌やり・種ま
き・水やりもしましょう。 
◎ 30 日（火）「幼稚園ってどんなとこ?説明会」です。
予約不要 
○ 対象：３歳児「うさぎ組」 
日時：9時 15分～11時 30分（毎日） 
★「うさぎ組」については，幼稚園にご相談ください。 

○ 園庭開放は，ひよこ組の日にご利用ください。 
○ マスク等，感染症対策，日除け等熱中症対策もお願
いします。 
☎２３１－６６９６（上京区塔之段薮之下町４２８） 

 

☆ 京都市立みつば幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児親子「ひよこ組」（初回 150円） 

２歳児親子「うさぎ組」（初回 500 円） 
時間：12時 30分～14 時 00 分 
15 日(月)・22日(月)・29日(月) 

ようちえんであそぼう（うさぎ組・ひよこ組） 
※コロナウイルス感染拡大防止のため，参加者が集わ
ない形で実施します。参加される方は，健康状態の聞
き取りや手洗い・消毒などにご協力ください。 
※各自，お茶や帽子をお持ちください。 
※えほん室の開放は６月は行いません。 

☎４４１－３７５２（上京区小川通今出川下る針屋町 370） 

☆ 京都市立待賢（たいけん）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～５歳児親子「ひよっ子クラブ」 
時間：11 時～12時 
費用：初回登録料 300 円(名札代を含む) 
5 日（金）園庭や保育室で遊ぼう 

12 日（金）園庭や保育室で遊ぼう 
19 日（金）みんなで絵を描こう 

26 日（金）紙芝居をみよう 
※ 7月 3日（金）先輩ママと話そう 幼稚園説明会 

○ 対象：３歳児「いちご組」 
★「いちご組」については，直接園にご相談ください。 
☎８４１－３２００（上京区丸太町通黒門東入藁屋町 536－1） 

※参加される方（幼児は可能な限り）は，マ

スクを着用してください。 
 

 

☆京都市立乾隆（けんりゅう）幼稚園 ☆ 
○対象：０～５歳児の未就園児親子「さくらんぼクラス」 
時間：9時 30分～11時 00分 
費用：無料(初回のみ名札代 130円)，予約不要 

＊5 月で臨時休業が終了し，6 月 1 日～12 日までのウォ
ーミングアップ期間を経て，15日から通常の保育（午
前保育のみ）になる予定です。それに合わせて「さく
らんぼクラス」も 15 日より，11 時までに時間を短縮
し，再開していきたいと思います。 
15 日（月） 
17 日（水） 
22 日（月） 
24 日（水） 
29 日（月） 

※何かありましたら幼稚園にご相談ください。 
☎４４１－０４０６（上京区寺之内通千本東入一丁目下る 

姥ヶ寺之前町 919） 

☆ 京都市立中京（なかぎょう）もえぎ幼稚園 ☆ 

○ 幼児教育相談「こぐま組」 予約不要  

対象：２～３歳児（H29.4.2～H30.4.1生まれのお子さん） 

☆ 感染拡大防止対策のため,園児と重ならない時間で

の開催となります。 

時間：１２時３０分～1３時４５分 

２３日（火），３０日（火） 

＊２３日，３０日は,遊びながら幼稚園の説明会を行いま

す。園内も見学していただきます。 

・幼稚園に入るときは,手指の消毒をしてくださいね。 

・マスクの着用をお願いします。 

うさぎ組（H30.4.2 以降生まれのお子さん）は，６月の

開催はありません。もう少し待っていてくださいね。 

☎２５４－８４４１（中京区間之町通竹屋町下る楠町 601－1）   

 

☆ 京都市立翔鸞（しょうらん）幼稚園 ☆   
○ 対象：０～５歳の未就園児親子「たんぽぽ組」 
 時間：9時 30 分～11時 30 分（基本的に月・水）  
15 日（月），17 日（水），22 日（月），24日（水） 
29 日（月） 
＊19 日（金）は，花や野菜の苗がもらえるよ！お楽し
みに！詳しいことは，随時ホームページでお知らせし
ます。 

＊7 月 4 日（土）10 時～11 時 幼稚園説明会を行いま
す。お誘いあわせの上，お越しください。 

☎４６１－３６４２（上京区御前通今出川上る鳥居前町 671） 

 

発行：京都市立幼稚園長会・京都市教育委員会学校指導課 

お問い合わせ先：２２２－３８０６ 

内容は「お部屋かお庭で遊びます」 
（来られてから，お知らせします。） 
◎子たちだけでなく，保護者の皆様も体温
を測るなど健康管理にご留意の上お越し
ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

☆ 京都市立楊梅（ようばい）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児「つぼみ組」 
時間：１３時３０分～１５時 

 9日（火）園庭で遊ぼう 
○ 対象：２・３歳児「ぐんぐんつぼみ組」 
時間：１３時３０分～１５時 
19 日（金）園庭で遊ぼう 
26 日（金）園庭で遊ぼう 
雨天時は「遊戯室で遊ぼう」です。 
＊ 水分補給ができるようにお茶をご持参ください。 
＊ 予約はいりません。当日お越しください。 
17 日（水），24 日（水）１３：３０～１４：１０ 
幼稚園説明会をします。両日とも同じ内容です。 
メールや電話にてお申し込みください。 
詳しくはホームページをご覧ください。 
＊ お聞きになりたいことや，ご質問などお問い合わせく

ださい。 
☎３５１－０９３７（下京区醒ケ井通り松原下る篠屋町５９） 
 

☆ 京都市立明徳（めいとく）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～２歳児「たまご組」 
 時間：午後１時～２時（毎週水曜日） 
３日，１０日（社会福祉協議会による子育て相談）， 
１７日，２４日 

○ 対象：３歳児「ひよこ組」 
時間：午後１時～２時（月・火・木・金） 
９日，１１日，１６日，１８日，２３日，２５日， 
２９日，３０日 

★感染防止のため当面の間，午後の時間帯ですが， 

今後は人数調整したうえでの午前中開催に変更予定です。 

★どちらも登録制，いつからでも登録できます。お気軽にお問

い合わせください。 

☎７８１－４６６０（左京区岩倉忠在地町２２１） 

☆ 京都市立西院（さいいん）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児親子「ひよこ組」 

 時間：9時 30 分～11時 00 分 
3 日（水）園庭で遊ぼう 

10 日（水）園庭で遊ぼう 
17 日（水）園庭で遊ぼう 
24 日（水）園庭で遊ぼう 
＊費用は初回のみ 200 円（名札代）＊予約不要。 
＊着替えやお茶を持ってきて下さい。 
★３歳児対象の「いちご組」については，直接園にご相談ください。 
☎３１３－１３９２（右京区西院下花田町３４） 

 

☆ 京都市立伏見板橋（ふしみいたはし）幼稚園 ☆ 
○対象：０～４歳児の未就園児 
1.こっこ組： 9時 30分～11 時 (火・木・金) 
       登録料 100 円(年間），名札代 240円(親子分) 

16 日（火）みんなで遊ぼう 
 17日（水）板橋社協の福ちゃんぐみ 
 18日（木）みんなで遊ぼう 
19 日（金）みんなで遊ぼう 
23 日（火）みんなで遊ぼう 
25 日（木）体を動かして遊ぼう 
26 日（金）お誕生会（4・5・6月生まれ） 
30 日（火）砂遊びをしよう 

2.福ちゃん組：13時 30分～15時 
17 日 (水) 板橋社協によるコンサートや親子でのリズ

ム遊び！  申込制 
☎６１１－２６８４ （伏見区下板橋町６１０） 
 

☆ 京都市立伏見南浜（ふしみみなみはま）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児  時間：9時 30分～11時 15分 
15 日（月）つくって遊ぼう 
17 日（水）大きな絵本を見よう 
22 日（月）幼稚園説明会 
24 日（水）幼稚園説明会 ＊22日と同じ内容です。 

 29日（月）七夕飾りを作ろう！ 
＊費用…年間 150円（名札代）  
＊予約は不要ですが，22・24 日の説明会については事前に
お電話をいただけるとありがたいです。 

＊幼稚園の見学や相談は 22・24 日以外でも 
随時受付中です！ 
☎６０１－２７３１（伏見区丹後町１４２） 

☆ 京都市立伏見住吉（ふしみすみよし）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児の未就園児 
時間：9時 30分～11時 30分（火・木）  
2 日（火）～11 日（木）…中止します。 
再開します。 
16 日（火）お庭で遊びましょう！ 
18 日（木）お庭で遊びましょう！ 
23 日（火）お庭で遊びましょう！ 
25 日（木）お庭で遊びましょう！ 
30 日（火）６月のお誕生カードをさし上げます！ 
☆ 着替えやお茶をもってきてくださいね。 

☎６０１－３６５２ （伏見区中之町４７８） 

〇幼稚園説明会 日程等ＨＰでお知らせします。 

 

☆ 京都市立竹田（たけだ）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児「めだか組」 
時間：9時 30分～11時 
10 日（水）季節の歌をききましょう 
24 日（水）４月・５月・６月生まれカードプレゼント 
 

○ 対象：２～３歳児「うさぎ組」 
時間：9時 30分～11時 

 12日（金）紙芝居を見ましょう 
19 日（金）パッチンカエルをつくろう 
26 日（金）４月・５月・６月生まれお誕生会 

＊虫除け対策と水分補給ができるようにしてください。 
＊費用 名札代 120円 ＊予約不要 
☎６４１－３３１８（伏見区竹田桶ノ井町８－２） 

☆ 京都市立深草（ふかくさ）幼稚園 ☆ 
○ 対象：０～３歳児親子「たまご組」 

どなたでも遊びに来てもらえます♪ 
時間：13時 30分～15 時 
15 日（月）ようちえんにようこそ 
22 日（月）おにわで遊ぼう 
29 日（月）4月・5月・6月生まれさん，お誕生日おめでとう！ 

★初回のみ，500円（名札代等）必要です。予約不要。 
○ 対象：２歳児親子「ぷちひよこ組」 
 時間：11時～12 時 
4 日から毎週火曜日・木曜日 

○ 対象：３歳児「ひよこ組」 
時間：11 時～12時 
A グループ：3日から毎週月曜日・水曜日 

 Bグループ：4日から毎週火曜日・木曜日 
A B共通：19日と 26日の金曜日 

★ぷちひよこ組・ひよこ組については，直接園にご相談
ください。 

☎６４１－１４６６（伏見区深草西出町６４） 

 

親子で 

遊びましょう 

※参加される方（幼児は可能な限り）は，マスクを

着用してください。（２歳未満の子どもはマスク不

要です） 

 


