
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「たまご組」 

時間 10：00～12：00 15 日・22 日 予約不要 
○ 対象  ３歳児「ひよこ組」 
時間  9:30～11:30 月～木 7・8・13・22・26・29 日休み
  すべて午前中です。園までお問合せください。 

9 日（土）幼稚園バザー9時～12 時
15 日（金）たまご・ひよこ組 ミニ運動会をします。 
19 日（火）ポップコーンパーティーがあります。 
22 日（金）やきいも大会があります。（雨天 27 日水） 
25 日（月）おいもパーティーがあります。 

☎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歳親子「ひよこ組」 
時間 9：30～11：30 （火・木） 

＊予約不要，費用初回 500 円（登録料）のみ 
5 日(火) 7 日(木) 12 日(火) 19 日(火) 21 日(木) 
28 日（木） ☆19 日は焼き芋です。（雨天の場合 21 日）
お天気がよければ園庭でも遊べます。動物さんに餌やりをしま

しょう。おもちゃで遊んだり，絵本をみたり，歌ったりしまし

ょう。月末には「お誕生日おめでとう」もあります。 

☆木曜日は「子育てママのストレッチ」も行います！ 
○ 対象  ３歳児「うさぎ組」 

時間 9：30～11：30 （月～金） 
★３歳児対象の「うさぎ組」については，直接園にご相談ください。

☎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」 

時間 9:30～11:30 
5 日（火）・11 日（月）・25 日（月） 

 ＊親子で一緒に幼稚園で遊びましょう！ 
○ 対象 ２～３歳児親子「うさぎ組」 

時間 9:30～11:30 
5 日（火）・7日（木）絵の具で遊ぼう・11 日（月） 

14 日（木）幼稚園のお兄さんお姉さんと遊ぼう 誕生会
25 日（月） 
＊絵本も借りられます。ぜひ遊びに来てくださいね。 

☎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 10：00～11：30 親子で参加くださいね。 
＊ 初回のみ登録料３００円(名札代を含む) 
1 日（金）園庭や保育室であそぼう 

  8 日（金）マットや巧技台であそぼう 
11 日（月）お絵かき遊びをしよう 
15 日（金）手遊びを楽しもう 
18 日（月）紙芝居を楽しもう 
22 日（金）マットや巧技台であそぼう 
25 日（月）楽器遊びをしよう 
29 日（金）なかよし遊びを楽しもう 
＊ 子育て相談も同時に実施しております。 
＊ 園庭開放 9：30～15：30 

園庭の遊具，うさぎや烏骨鶏・チャボとも遊べま
す。（土・日・祝日，12時～13 時は除く。） 

★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。

☎８４１－３２００（上京区丸太町通黒門東入藁屋町 536-1）

☆京都市立乾隆（けんりゅう）幼稚園☆ 
○ 対象 ０～５歳児「さくらんぼクラス」 

時間 9：30～11：30 
＊予約不要，無料（初回登録時に名札代１３０円） 

11 日（月）ふわふわ粘土で遊びましょう 
13 日（水）幼稚園のお兄さんお姉さんと遊びましょう 
18 日（月）歌やおどりで楽しみましょう 
20 日（水）紙芝居をみましょう 
25 日（月）おいもパーティー！幼稚園のお芋を食べよう
27 日（水）１１月生まれのお友達の誕生会をしますよ 

※6 日（水）年長児が幼稚園大会参加のため休園です 
幼稚園で栽培・収穫したサツマイモを在園児と一緒に，
食べましょう。みんな来てね！ 

☎４４１－０４０６ 
(上京区寺之内通千本東入 1 丁目下ル姥ヶ寺前町 919-3) 

☆京都市立中京（なかぎょう）もえぎ幼稚園☆ 

○ 対象 ０～１歳児対象「うさぎ組」 

時間 12:30～13:45 

11 日（月）18 日（月）25日（月） 

親子で好きな遊具で遊びましょう。 

体操をしたり，紙芝居を見たりします。 

随時受付しています。  

○ 対象  ２～３歳児対象「こぐま組」 

   時間 12:30～13:45 

11 日（月）18 日（月）25日（月） 

時間 10:00～11:00 

5 日（火）12日（火） 

  親子で木のおもちゃなどで遊びましょう。 

  絵本を見たり，誕生会もしたりします。 

☎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歳未就園児親子 教育相談「たんぽぽ組」

時間 9:30～11:30（基本的に月・水・金） 
1 日(金) 8 日(金) 11 日(月) 13 日(水) 15 日(金) 
18 日(月) 20 日(水) 22 日(金) 25 日(月)  
27 日(水) 29 日（金） *お誕生日会 29 日（金）  

 ＊予約不要・無料（初回のみ名札代 100 円） 
園庭（遊具・砂場）や絵本室，おもちゃで遊びましょう。
先生による読み聞かせや，体操の日もありますよ！ぜひ
親子でお越しください。    
入園願書交付・受付 1 日から 14 日 
☎４６１－３６４２（上京区御前通今出川上る鳥居前町 671）

☆令和２年度新入園児募集☆ ※入園に関するお問い合わせは気軽に園までお電話ください!!

入園願書交付・受付：１１月１日（金）～１４日（木） 
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お問い合わせ先：２２２－３８０６

☆京都市立楊梅（ようばい）幼稚園☆
○ 対象 ０～３歳児「たまご組」 

時間 10:00～11:30【基本 月・水・金】※行事により変更あり
1 日（金）ダンボールで遊ぼう 
8 日（金）新聞紙・レジ袋で遊ぼう 
11 日（月）紙芝居を見よう 
13 日（水）親子で体操をしよう 
15 日（金）フープで遊ぼう 
18 日（月）からだを動かして遊ぼう 
20 日（水）秋のうたをうたおう 
25 日（月）みのむしを作ろう 
27 日（水）親子でふれあい遊びをしよう 
29 日（金）１１月生まれの誕生会をしよう 

○ 対象 ３歳児「ひよこ組」 
時間 9:00～11:30【基本 月～金】※行事により変更あり

★３歳児対象「ひよこ組」については，直接園にご相談ください。
☎３５１－０９３７（下京区富小路通五条上る本神明町 411）

☆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 9:30～11:30（毎週火）※行事により変更あり
5 日明徳社会福祉協議会による子育て相談，19 日，26 日
○ 対象 ３歳児「ひよこ組」 

時間 9:30～11:30 ＊おにぎりの日は～13：00 
毎週 月・水・木・金 ※行事により変更あり。 

★３歳児対象の「ひよこ組」は直接園に御相談ください。

＊９日（土）PTA バザー たまご組ひよこ組も参加できます。
☎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「ひよこ組」  時間  9:30～11:30

13 日（水）お弁当持参の人（希望）は午後も遊べます 

20 日（水）幼稚園行事 家庭教育講座 「スマホとの上手な

付き合い方について」にも参加していただけます

お話会ボランティアさんによる絵本の読み 

聞かせや紙芝居などを楽しみます 

27 日（水）シール遊び 

＊予約不要。 ＊費用は初回のみ２００円（名札代） 

○ 対象 ３歳児対象「いちご組」 

【毎週 月火木金】（行事により変更あり） 

★３歳児対象(いちご組)募集しています。 
☎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：9:30～11:00 

：登録料100円(年間) 名札代240円(親子）
5 日(火) 新聞紙で遊ぼう 
7 日(木) 体を動かして遊ぼう 

12 日(火)  誕生会 
14 日(木)  サンサンママと遊ぼう

※子ども服リサイクル(無料)もやっています 

26 日(火)  おいもパーティー 
※お兄さん・お姉さんがお菓子を作ってくれるよ 

28 日(木） 秋を楽しもう 
２．福ちゃん組：13 時 30 分～15 時 申込制 

6 日(水)  13:30～15:00 親子で楽しくリトミック  
＊事前申込制 

☎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 9：30～11：30（出入り自由です）

1 日(金） 大きな絵本を見るよ 
5 日(火)  シールで遊ぼう

 11 日(月)  パスで遊ぼう 
13 日(水)  秋のクラフト No1

 18 日(月)  秋のクラフト No２
20 日(水)  リズムにのって遊ぼう！ 

 25 日(月)  お兄さんお姉さんの歌を聴こう 
 27 日(水)  大きな絵本をみよう 
＊年間費用 名札代 150 円のみです。

＊入園に関するお問合せ・園の教育内容の説明見学など
は随時受け付けております。まずはお電話ください。 

☎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  ０～５歳児の未就園児「うさぎ組」 

時間 9:30～11:30（火・木） 
5 日（火）大型絵本をみましょう 
7 日（木）園庭の遊具で遊びましょう 
12 日（火）楽器で遊びましょう 
14 日（木）リズム遊びをしましょう 
  ＊この日，PTA バザーがありますので，ぜひお越し

ください。 
20 日（水）紙芝居を見ましょう 
26 日（火）折り紙遊びをしましょう 
28 日（木）11 月生まれお誕生日会をしましょう 

＊入園に関するお問い合わせ随時 ＊費用年間２００円

☎６０１－３６５２（伏見区中之町４７８）

☆京都市立竹田（たけだ）幼稚園☆ 
○ 対象 ０～３歳児「めだか組・うさぎ組」 
  時間 9:30～11:00 

13 日（水）シールはりをしよう 
  20 日（水）11 月生まれカードプレゼント 
○ 対象 ２～３歳児「うさぎ組」 
  時間 9:30～11:00 

1 日（金）お芋ほりをしよう  
8 日（金）てんとうむし広場であそぼう 
15 日（金）ポップコーンパーティ 
22 日（金）てんとうむし広場であそぼう 
29 日（金）お誕生会とプチサロン 

＊入園に関するお問い合わせ，幼稚園見学は随時 
＊費用 名札代１１５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歳児～３歳児未満親子「たまご組」 
   時間 10:00～11:30(月・水) 
18 日（月）・27 日（水）みんなで遊ぼう 
11 日（月）そら組（年長児）の歌を聴こう 
13 日（水）ポップコーンパーティ 
20 日（水）季節の飾りを作ろう 
25 日（月）１１月生まれ誕生会 
○ 対象２歳児親子「ぷちひよこ組」Ｒ１.4.2 現在満２歳
   時間 10:00～11:30（毎週金) 
○ 対象 ３歳児「ひよこ組」Ｒ１.4.2 現在満３歳 

時間 9:00～11:30（毎週月～金） 
・担当の先生と一緒に砂場や乗り物で遊んだり，絵本
や歌，手遊びをしたり，在園児と触れ合うなどします。
＊詳しくは，深草幼稚園までお問い合わせください。

☎６４１－１４６６(伏見区深草西出町６４)


