
     

    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」 
 時間 10：00～12：00 6 日・13 日の金曜日 
13 日（金）は最終日，お楽しみの日です。来てね。 
＊年会費 500円 予約不要です。 

○ 対象：３歳児「ひよこ組」 
時間：9時 30分～11時 30分  月～木曜日 

  18 日(水)は園行事のためお休み。19日(木)が最終日。 
おにぎり弁当日…3 日(火) 10 日(火) 17日(火) 
※ 弁当日は，9時 30分～12時 30 分です。 

☎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歳未満「ひよこ組」 

時間 9：30～11：30 （毎週 火・木） 
＊予約不要，費用初回 500円（登録料）のみ  

3 日(火) 5 日(木) 10日(火) 12日(木) 19日（木） 
☆12日はミニクリスマス会です。 
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） 
＊「うさぎ組」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 ２歳児親子「うさぎ組」 9：30～11：30 
2 日（月），9日（月），12日（木），16 日（月） 
＊12日（木）は 11：30～13：30にうさぎ組を行います。
みんなでお昼を食べてから，園児と一緒に遊びます！ 

○ 対象 ０～３歳児親子「ひよこ組」 9：30～11：30 
2 日（月），9 日（月），16日（月） 

※16 日はうさぎ組もひよこ組もクリスマスのかざりを
つくります。ぜひ遊びに来てくださいね。 

※冬期休業中 24日～26日は園庭開放を行っています。 
☎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「ひよっ子クラブ」 

時間 10：00～11：30 親子で参加くださいね。 
費用：初回のみ登録料３００円(名札代を含む) 
2 日（月）手遊びを楽しもう 
6 日（金）楽器で遊ぼう 
9 日（月）クリスマスの飾りをつくろう 
13 日（金）クリスマスの飾りをつくろう 
16 日（月）楽しいパーティをしよう 

クリスマスツリーを見ながら，みんなで楽しく遊びます。 

・子育て相談も同時に実施しております。 
・園庭開放は，12月 23日までしています。1 月は 7 
日から毎日行います。 

(土・日・祝日と昼休みは除く)9時 30 分～15時 30分 
★ ３歳児対象の「いちご組」参加募集中です。 
☎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 
 2日（月）幼稚園のお兄さんお姉さんとあそぼう 
4 日（水）紙芝居をみましょう 
6 日（金）おもちつき大会 (11 時～来てください) 
9 日（月）歌や踊りで楽しみましょう 
11 日（水）クリスマスブーツをつくりましょう 
16 日（月）クリスマスブーツをつくりましょう 
18 日（水）12月生まれの誕生日会をしましょう 

＊絵本を見たり手遊びをしたりもしています。 
＊天気のよい日は園庭でどんどん遊んでくださいね。 
＊絵本の貸出しをしています。親子で楽しんでください。  
＊予約不要，初回名札代１３０円  
☎４４１－０４０６ 
(上京区寺之内通千本東入 1 丁目下ル姥ヶ寺前町 919) 
市バス：千本上立売り下車，東入ル一筋目上ってすぐ 
 

☆京都市立中京（なかぎょう）もえぎ幼稚園☆ 
○ 対象 ０歳児～３歳児「うさぎ組」「こぐま組」 

時間  12：30～13：45 

９日（月），１６日（月） ミニクリスマス会 

○ 対象 ２・３歳児「こぐま組」 

時間 10：00～11：00 

３日（火），１０日（火）１７日（火） 

随時受付しています。 

どうぞ遊びに来てください。 

☎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歳児親子「たんぽぽ組」 
 時間 9：30～11：30（基本的に月・水・金） 

  ＊参加無料です。（初回のみ名札代 100円必要） 
      2日(月)   4日(水)   6日(金) 

9 日(月)   11 日(水)   13 日(金) 
      16日(月)   18日(水)   
  2日には，さくら会さんの手遊びや紙芝居があります。  
園庭やお部屋の遊具やおもちゃで遊びます。 
自由な場では園児とも一緒に楽しく遊んでいますよ♪ 
担当の先生と手遊びをしたり,踊ったりもします。 

12 月はクリスマスの製作もあります。楽しみに来てね！ 
※ 子育て相談も平日 9時～17時で受け付けています。 

☎４６１－３６４２（上京区御前通今出川上る鳥居前町 671） 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

☆京都市立楊梅（ようばい）幼稚園☆ 
○ 対象 ０歳児～３歳児「たまご組」 

時間 10：00～11：30（基本毎週 月・水・金） 
 2日（月）親子でふれあい遊びをしよう 
4 日（水）好きな遊びをしよう 
6 日（金）リズム遊びをしよう 
9 日（月）ボールで遊ぼう 
11 日（水）親子で体操をしよう 
13 日（金）クリスマスの飾りをつくろう 
16 日 (月) １２月生まれのお誕生会をしよう 

○ 対象 ３歳児「ひよこ組」 
時間 9：00～11：30（基本毎週 月～金） 

「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時 30 分 毎週 火曜日 
3 日，10 日（明徳社協さんによる子育て相談），17日 

○ 対象 ３歳児「ひよこ組」（毎週月・水・木・金曜日） 
９：３０～ 

おにぎり弁当の日は１３時降園です。 
・「ひよこ組」は，直接園にご相談ください。 
 
・就園時健診１２月５日（木） 
・入園についてのお問い合わせは、お気軽に幼稚園まで
お電話ください。 

☎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「ひよこ組」  

時間 9：30～11：30 
4 日（水）お弁当を食べよう 弁当を持参される方 

（希望者）は午後からも遊べます 
11 日（水）楽器で遊ぼう 曲に合わせて色々な楽器を 

    鳴らして遊びましょう 
18 日（水）楽しい集い  
プレゼントを入れるバックを親子で作りましょう 在園
児が歌を歌って，プレゼントを配ります 

＊予約不要。 ＊費用は初回のみ 200円（名札代） 
○ 対象：３歳児「いちご組」（毎週月・火・木・金） 
・令和２年度いちご組，入級受付中 
・行事により曜日を変更することがあります。 
「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３） 

 

☆ 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) 
3 日(火)  一緒に遊ぼう 
5 日(木) 誕生会 

 10日(火) つくって遊ぼう（クリスマス） 
17 日(火)  サンサンママのクリスマス 

※サンサンママのお楽しみ会に幼稚園のお友達と一緒に
参加します。劇は 9：45～ですが，先にこっこ組で受
付をしてから入りますので，遅れずに来てください。 

２．福ちゃん組：13時 30分～15時 申込制 
4 日(水)  13:30～15:00 クリスマスコンサート 
＊事前申込制 

☎６１１－２６８４（伏見区下板橋町６１０） 
 

☆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「うさぎ組」 

時間 9：30～11：30（月・水）  
 

3 日（火）紙芝居を見ましょう 
5 日（木）大型絵本をみましょう 

10 日（火）親子でふれあい遊びをしましょう 
12 日（木）クリスマス飾りを作りましょう 
17 日（火）12月お誕生日会をしましょう 

＊予約不要  初回名札代のみ 
☎６０１－３６５２ （伏見区中之町４７８） 
 

☆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 9：30～11：15 
3 日（火）冬のおかざりを作ろう№１ 
5 日（木）冬のおかざりを作ろう№２ 
9 日（月）大きくなったね！の会 
   体重や身長を測ったり，手形を押したりします。 
11 日（水）身体を動かして遊ぼう 
16 日（月）リズム遊びを楽しもう 
19 日（木）冬のお楽しみ会 サンタさんがやってくる？ 

ミニプレゼントもあるよ！ 
寒くなってきましたが、あったかいお部屋や，おひさま
いっぱいのお庭で元気に遊びましょう！ 

☎６０１－２７３１（伏見区丹後町１４２） 
 

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

4 日（水）12月生まれお誕生カードプレゼント  
11 日（水）ぐんぐんひろば（伏見消防署） 

○ 対象 ２・３歳児「うさぎ組」 
  時間 9：30～11：00 

6 日（金）クリスマスのうたをうたおう 
13 日（金）お誕生会とプチサロン 
＊ 費用 名札代１１５円  ＊ 予約不要 

☎６４１－３３１８（伏見区竹田桶ノ井町８－２） 

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 

（京都市教育委員会学校指導課） 

 

☆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  週 2回 月・水 
2 日（月） みんなで遊ぼう 
3 日（火） 稲荷ほっこりの家の友達と遊ぼう 
4 日（水） みんなで遊ぼう 

  9日（月） サンタブーツをつくろう 
 16日（月） １２月生まれ誕生会 
〇 対象 ２歳児親子「ぷちひよこ組」毎週 金 

時間 10：00～11：30 毎週 金（6日 13日 20日） 
○ 対象 ３歳児「ひよこ組」 

時間 9：00～11：30  月・火・水・木・金 
＊来年度のひよこ組，ぷちひよこ組も随時募集していま
す。 幼稚園までご連絡ください。 

☎６４１－１４６６(伏見区深草西出町６４) 
 


