
日にち 時間 申込締切 日にち 時間 申込締切

１月１３日（金） 10:00～12:00 1/6（金）まで １月２４日（火） 10:00～12:00 1/17（火）まで

１月１８日（水） 10:00～12:00 1/11（水）まで ２月３日（金） 10:00～12:00 1/27（金）まで

　　　　　　　南はぐくみだより

　　＊ このおたよりは、南区にお住まいの親子さん（乳幼児さん)対象の情報（令和５年１月）を掲載しています。詳細は、直接実施施設までお問合せください。
      　南区役所のホームページにも掲載していますので、どうぞご利用ください。日程変更等の連絡があった場合、ホームページやアプリでお知らせします。
　 　　　発行　南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　ＴＥＬ：６８１－３５７４　ＦＡＸ：６９１－１３９７

　　※「すくすくみなみ」は、乳幼児とその保護者の方が一緒に遊んだり、他の親子と交流できる施設です。
　　　参加費無料で南区にお住まいの乳幼児とその保護者の方ならば、どなたでもご利用いただけます。
　　　下記の時間に開所しています。入退室自由です。
 

　　★子どもはぐくみ室子育て相談担当ってどんなところ？
　　　　０～１８歳のお子さんとそのご家族を対象に、子どもの発達やしつけ、幼稚園・保育園(所）等・学校生活の不安など、
　　　　子どもに関するあらゆる相談を受け付けています。電話や手紙での申込みも受け付けています。
　　　　ご相談は、すべて無料です。秘密は守られます。どうぞお気軽にご相談ください。

○○ってどんなところ？～乳幼児親子が遊びに行ける場所についてのご紹介～
　●保育所（公立）・保育園（民間）・認定こども園
　　　子育てに関する専門的な知識や経験、保育環境を生かして子育て中の家庭を応援する活動をしています。保育園(所）や幼稚園に
　　　在籍していない乳幼児と保護者の方を対象に、園庭開放や遊びの体験、子育て相談などを行っています。
　●児童館
　　　18歳未満の子どもと保護者が利用できる施設です。開館時間内に自由に来館して遊べるほか、登録制の幼児クラブや季節行事など
　　　様々な事業を開催しています。
　●子育てサロン
　　　地域の民生児童委員や社会福祉協議会役員あるいはボランティアが、学区の集会所や小学校、児童館の一室で開催されています。
　　　ご近所の親子や先輩ママ、地域の方と出会えたり、情報交換の場になっています。
　●図書館
　　　本の貸し出しのほかに、乳幼児親子対象の事業があり、絵本の読み聞かせや紙芝居などもあります。

令和５年１月号

場所：ヘルスピア２１の２階（西九条南田町1-2）
　　　＊南区役所の東隣、子どもはぐくみ室窓口の２階です。

南区子育て支援ルーム「すくすくみなみ」

　　　　★開所日の午前8時時点で、京都府南部に暴風警報や特別警報が発令された場合は、その後警報が解除されてもお休みします。
　　     　お問合せ：南区役所　子どもはぐくみ室　子育て相談担当（電話は上記欄をご覧ください）
　　　　★マスクの着用（保護者のみ）と、検温・手指消毒へのご協力をお願いしています。

＼京都はぐくみアプリ配信中／

ナンナン（南区広報キャラクター）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，各イベントが中止又は変更になっている場合がありますので，参加に

あたっては，各主催者に開催の有無等をご確認いただくようお願いいたします。

区役所駐車場の駐車台数は，

２０台となっていますので，

できる限り公共交通機関を

ご利用ください。

なお，ヘルスピア地下駐車

場は有料となりますのでご

注意ください。

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため，事前申し込み制（定員5組・最大10名まで）にしております。

申込締切：開所日の1か月前から1週間前まで（締切を過ぎてもご参加いただける場合がありますので南区役所子どもはぐくみ室まで

お問合せください。）

申込方法：メール（南区役所 子どもはぐくみ室 minami-hagukumi@city.kyoto.lg.jp）でお申込みください。

メール題名を「すくすくみなみ〇月〇日 申込」として, 

お子さまの氏名・生年月日・保護者氏名・住所・電話番号をご記入のうえ申込をよろしくお願いいたします。

（定員を超えた場合は，抽選により決定いたします。申し込まれた方全員に，後日連絡いたします。） メールはこちらから

日時: １月５日（木）10：30～１1：00（受付時間）

２月２日（木）10：30～１1：00（受付時間）

場所：南区役所保健福祉センター

（ヘルスピア21内）

内容：小児科医，保健師，管理栄養士による

就学前までのお子様の相談（無料）

定員：６名（申込は前日までに電話で）

日時：２月２８日（火）13：30～14：30（受付時間）

場所：南区役所保健福祉センター

（ヘルスピア21内）

内容：歯科医師，歯科衛生士による南区在住の

就学前までのお子様の相談（無料）

定員：１０名（申込は前日までに電話で）

乳幼児

歯科相談
乳幼児

健康相談

１．日 時 令和５年1月１７日（火）

１０時２０分～１１時４５分（受付：午前１０時１５分～）

＊祥栄児童館を初めて利用される方は、午前１０時以降早めに来館ください。

２．対 象 南区在住の０歳～就学前のお子さま

（定 員）１０名（先着順・予約制）

３．費 用 無 料

４．場 所 祥栄児童館

５．持ち物 歯ブラシ等をお持ちください。

６．申込方法 メール minami-hagukumi@city.kyoto.lg.jp もしくは

電話 ℡６８１－３５７４（子どもはぐくみ室 子育て相談担当）

７．お問合せ・キャンセルの連絡先

子どもはぐくみ室 子育て相談担当 ℡６８１－３５７４

乳幼児歯科教室のご案内

歯科衛生士から乳幼児の歯の講話を

聞いた後に相談ができます！

メールは

こちらからも→

☆メールの場合

タイトルを「乳幼児歯科教室

祥栄児童館申込」として、お子さ

まの氏名・生年月日・住所・電話

番号のご記入をお願いします。
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

園庭開放

保育室開放

たんぽぽ広場 19日（木） 10:30～11:30 ○
（定員10組）おもちゃを出してあそびます。

いるかクラブ 25日（水） 10:40～11:10 ○
自由参加です。今回は保育園の４歳児さんと一緒にパネルシア
ターやゲームをします。

こぶたちゃんクラブ
(登録制)

今年度2歳以上にな
る幼児とその保護者

10、24日（火） 10:30～11:30 ○

あそびの広場
ポッポちゃん

13、20、27日(金)
31日（火） 10:30～11:45 ○

(先着10組)※初回利用時利用者登録
※27日母親クラブ（ねこふんじゃった）パネルシアター

おでかけポッポ 17日(火) 10:30～11:45 -
永興くじょう保育園で身体測定をしたり、おもちゃで遊びます。
※現地集合

親子でリトミック♪
1部：8か月～1歳

2部：2歳～3歳
16日(月）

1部
10：30～11：00
2部
11：15～12：00

○

（各定員先着10組）講師：おやこ♪リズム　佐藤敦子先生
場所：京都市地域多文化交流ネットワークセンターホール(希望
の家児童館横）

ヨガしましょう♪
子育て中の保護
者とその乳幼児

11、25日（水） 10:30～11:30 ○
（定員4組）詳しくは児童館まで。

たんぽぽ広場 19日（木） 10:30～11:30 ○
（定員10組）おもちゃを出してあそびましょう。

えいこうひろば 23日（月） 10:30～11:45 ○
（先着10組）永興くじょう保育園の先生が児童館に来られます。
一緒に工作や手遊びをしてあそびましょう。

おたのしみ会 幼児と児童 14日(土) 11:00～11:30 ○
（先着10名）絵本の読み聞かせや紙芝居など

おはなし会  ～赤
ちゃんといっしょ～

乳幼児とその保護
者

19日(木) 11:00～11:30 ○
（先着5名）赤ちゃんと一緒に絵本やふれあい遊びを楽しみま
す。

東和民生児童委員協議会
東和社会福祉協議会

【問】奥村　信子
TEL：671-2298

東和子育て
サロン

０歳の子とその
保護者

18日（水）
（毎月第３水曜日）

10:15～11:45 -

赤ちゃん同士のふれあいの場として、おしゃべりしたり、ちょっと
困って聞いてみたいことがあってとか、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。場所：凌風学園東和校地内　「ふれあいの間」（旧東和小
学校１階和室）

施設開放
就学前の子とその
保護者

月～金
（祝日、3、24、25日
はお休み)

10:00～12:00
15:30～17:00

-
園庭やにじの部屋で遊びましょう。

離乳食試食会
1歳までの子とそ
の保護者

20日(金) 11：00～ 〇
各段階の離乳食の試食や相談を行っています。無料です。

身体測定
「おでかけポッポ」

就学前の子とその
保護者

17日(火) 10:30～11:45 -
身長と体重を測りましょう。成長記録をカードに記入して持ち
帰っていただいています。

九条弘道学区社会福祉協議
会・民生児童委員会・

老人福祉員
【問】南区社会福祉協議会

TEL：671-1589

九条弘道
子育てサロン
「さくらんぼ」

乳幼児とその
保護者

11日（水）
（毎月第２水曜日）

10:00～11:30 -

お部屋であかちゃんといっしょにほっこりしてください。
場所：九条弘道小学校南校舎1階チャレンジ室

隨林寺保育園
西九条東島町21
TEL：661-3388
FAX：672-1022

園庭開放
０歳から３歳の未
就園児とその保護
者

19日（木） 10:30～11:30 -

園庭の遊具や砂場で遊びましょう。
※汚れてもいい服装でお越しください。※保護者の方はマスク着
用でお願いします。＊雨天中止

大型絵本 20日（金） 11:00～ - 大きな絵本を楽しくみましょう。

ベビーマッサージ
＆育児相談

10日(火) 10:30～11:30 ○
お子さんとスキンシップをとりましょう。子育て相談可。
(持ち物)バスタオル

ママヨガ 13日(金) 10:30～11:30 ○
ヨガをして心も体もリフレッシュ！お子様連れでもOK！
(持ち物)バスタオル・飲み物　(場所)弘道小学校

ちびっこ体操教室
（お父さんも一緒に）

14日(土) 10:30～11:30 ○
マットや滑り台などの遊具で体を動かして楽しみましょう。
場所：隨林寺保育園大ホール

乳幼児さんとその
保護者

☆希望の家児童館
東九条東岩本町31

TEL：681-9951
FAX：691-7471

☆山王児童館

東九条南山王町5-5
TEL&FAX：671-7376

おしゃべり広場

Ａ　近鉄京都線より東

＜行事予定表の見方＞

●南区を東から西にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４ブロックに分け、その中で保育所（園）・
   児童館・図書館・子育てサロン等をおおむね北から南に向かって並べてい
   ます（編集の都合で多少掲載順が変わることがあります）。
●申込欄に○がついている事業は事前申込が必要ですので、期日までに
   お申込のうえ、ご参加ください。

☆・・・地域子育て支援基幹ステーション（地域の中核になる施設）

★明田公園　（東九条南烏丸町）　　26日（木 ）　10:30～11:30　（先着10組）粘土あそびをします。記念に手形をとりましょう。
＊雨天時は放課後等デイサービス暖太（公園南側2軒隣）　【問】　山王児童館　TEL：671-7376、希望の家児童館　TEL:681-9951

　南区の地域子育て支援ステーションである児童館や認定こども園、保育園(所）等が集まって、近くの公園で乳幼児さんとその保護者を対象に、出前保育をしている事業です。親子
で楽しめるいろんな遊びをしますので、ぜひお気軽に遊びにきてくださいね。緑色ののぼり旗が目印です。

南区地域子育て支援ステーション事業「公園であそび隊」

事前に保育園までお問合せください。

南図書館
東九条南山王町5-5

TEL：691-6888
FAX：672-9181

乳幼児とその
保護者

希望の家
　カトリック保育園
東九条東岩本町28

TEL：681-6881
FAX：691-9581

23日(月) -10:00～11:00
松ノ木保育園

東九条南松ノ木町6
TEL：671-2431

未就学児とその保
護者

就学前の乳幼児と
その保護者

大人の方はマスクの着用をお願いします。

☆永興くじょう保育園
西九条春日町49
TEL：691-8302
FAX：691-4419

就学前の乳幼児と
その保護者

ずいりんじ
つどいのひろば

(休所日：日曜、水曜)
西九条東島町15-1

TEL：672-0404

０歳から３歳の未
就園児とその保護
者

京都駅

東
寺
駅

桂
川

ＪＲ

近
鉄

ＡＢＣＤ
西
高
瀬
川

西大路駅ＪＲ

鴨
川
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

ピアノの先生と
リトミック

17日(火) 10:30～11:00 ○
音楽に合わせて体を動かして楽しみましょう。

身長・体重を測ろう
27日（金）
30日（月） 10:00～15:00 -

身長・体重をはかりましょう。順次測り、カードに記入してお渡し
します

実施施設名 クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

　九条社会福祉協議会
　九条民生児童委員協議会

　九条子ども文庫
【問】南区社会福祉協議会

TEL：671-1589

九条子育てサロン
乳幼児とその保護
者

毎週土曜日 10:00～11:30 -

場所：戒光寺集会所（西九条戒光寺町　戒光寺公園西側）
おもちゃであそんだり絵本を読んだり。子育てのベテランがお手
伝い♪困りごと、どんなことでもなんでも聞かせて下さい。

東寺保育園
大宮通八条下る九条町

399-35
TEL：691-0247
FAX：691-1106

園庭開放
未就園児とその保
護者

月～土 10:00～17:00 ○

（定員あり）砂場で遊んだり絵本コーナーもありますよ。マスク着
用をお願いします。事前にお電話で確認してください。

乳幼児クラブ

「ぷりぷり」
毎週火曜日 10:30～11:30 ○

いつでも見学・申込み可。お気軽にお越しください。たくさんの乳
幼児親子さんの参加を待っています。

あそびの広場

「アンパンマン」
毎週木・土曜日 10:30～11:30 -

いろんな乳幼児さんのおもちゃで遊べるよ。お母さん同士でお
しゃべりも楽しみましょう。

ふたご・みつごの
集い「さくらんぼ」

ふたご・みつごさんと
保護者、多胎児妊婦
さん

毎週土曜日 10:30～11:30 -
多胎児妊婦さん、パパ、ご家族でのご参加大歓迎。気軽に遊び
に来てね。

子育てサークル
「ママーズランド」

子育て中のお母さ
ん

16日（月） 10:30～12:00 -
『フォトフレーム作り』をします。手ぶらで参加もOKです。

子育てサロン
「はぴはぴ」

毎月
第３水曜日

10:30～12:00 -
中止の場合がございますので、児童館までお問合わせくださ
い。

図書の貸し出し 毎日 10:00～18:30 -
乳幼児さんの絵本やお母さんには、「かぞくのじかん」、
「kodomoe」などの子育て情報誌があります。

カレンダー製作をし
よう

12日(木) 10:00～11:00 ○
（３日前までに電話で予約要）季節の製作を楽しみながら保育士
とママさんたちで子育てについてお話ししましょう！
持ち物:お茶・タオル

身体測定をしよう 26日(木) 10:00～11:00 ○
（３日前までに電話で予約要）毎月の測定で成長したお子さんの
姿を喜び合いましょう！持ち物：お茶・タオル

みなみっこ広場
（園庭開放）

乳幼児の親子又は出
産前のご家庭

月～土
（祝日を除く）

9:30～16:30
（出入り自由）

○
乳幼児園庭やこあらの部屋で自由に遊んでいただけます。絵本
の貸出しもご利用ください。

大きくなあれ
～身体測定＆お誕
生会～

乳幼児の親子 30日（月） 9:30～11:30 ○
（定員5組）ベビースケールや身長計を使って身長，体重測定を
します。お誕生月のお子さんにはバースデーカードのプレゼント
もあります。

10:30～11:30

13:30～14:30

おしゃべりサロン 11日(水) 13:30～14:15 ○
（定員4組）保育士や参加者同士でテーマ“遊び”についてや子
育てに関するおしゃべりをしたり、一緒に遊んだりしましょう。保
育士による絵本の読み聞かせも行います。

つむちゃん 11日(水) 10:00～11:00 ○
（定員4組）集団で遊ぶのが苦手、一生懸命しているけれど子育
てがうまくいかないなど、お悩みの方はぜひお越しください。保
育士と一緒に子どもへの関わり方を考えてみませんか？

ベビー
ミュージックケア

1歳くらいまでの
親子

12日（木） 10:00～10:30 ○

（定員4組）ミュージック・ケアとは、音楽の特性の一部を利用し
て、心身に心地よい刺激を与える活動です。親子で音楽に合わ
せて体を動かして遊びませんか。0歳児の赤ちゃんからご参加い
ただけます。＊親子とも動きやすい服装で！

こあらっこタイム
～オイルボトル
　　　　　作り～

13日（金） 10:00～10:30 ○

（定員4組）色水とオイルをペットボトルに入れると、オイルボトル
の完成です。上下に振るとどんな変化があるかな？親子で楽し
みながら作りましょう。

みんなはなまる講座

『うまく伝えよう！』
16日(月)  10:00～11:00 ○

（定員4組）今回のテーマは「うまく伝えよう！」です。ついつい子
どもを叱ってしまう…とお悩みの方、どのような伝え方をしたら伝
わるか一緒に考えてみましょう。

のびのびタイム 18日（水） 10:00～11:00 ○
保育所のホールで身体をのびのび動かして遊びましょう。

あかちゃんといっ
しょ

19日（木） 11:00～11:30 ○
申込・問合せ ：南図書館　075-691-6888

パパデー
パパ遊園地＆座談会

21日（土） 10:45～11:15 ○

（定員4組）パパ自身が遊園地！お子さんと身体を使った遊びを
楽しんだり、パパ同士でおしゃべりしたりしませんか？＊ママの
同伴可

保育士と一緒にあ
そぼう

24日（火） 10:00～10:30 ○
（定員4組）1歳児クラス担任の保育士と一緒に、鬼のお面を作っ
て遊びましょう。

ミュージックケア 1歳以上の親子 25日（水） 10:00～10:30 ○

（定員8組）ミュージック・ケアとは、音楽の特性の一部を利用し
て、心身に心地よい刺激を与える活動です。親子で音楽に合わ
せて体を動かして遊びませんか。＊親子とも動きやすい服装
で！

☆南大内児童館

八条寺内町5
TEL&FAX：671-1703

乳幼児の親子  

南保育所

西九条南田町９
TEL：671-6450
FAX：671-7297

○

（定員4組）育児についておしゃべりしましょう。手足型をとって2
月のカレンダーも作ります。午前か午後のご希望の時間をお申
込みください。

あかちゃんサロン 1歳までの親子

未就園児とその保
護者

乳幼児の親子

乳幼児親子

塔南保育園
西九条東御幸田町15

ＴEL：682-5510
ＦAX：691-9851

乳幼児親子

B　近鉄京都線と西高瀬川の間

（つづき）

　　　ずいりんじ
　　つどいのひろば
(休所日：日曜、水曜)
　西九条東島町15-1
　TEL：672-0404

０歳から３歳の未
就園児とその保護
者

26日(木) 

～新型コロナウイルス感染拡大予防のため、事業をご利用の際のお願い～

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業をご利用の際は、事前の検温と状況に応じたマスクの着用をお願いします。 ★発熱や風邪の症状（せき、鼻水、下痢など）

がある場合や症状が改善してから、24時間経っていない場合等のご利用はお控えください。★当面の間，電話での子育て相談以外の事業は申込制とさせていただき、利用

者シート（名前、体温、連絡先等）のご記入をお願いします。★事業が中止や延期になる場合があります。最新情報は、「はぐくみアプリ」でご確認下さい。

1月のイベ

ントの申込

期間は，

1/4～イベ

ント当日で

す。

電話での子育

て相談をお受け

しています。家

での遊び方や、

子育てのイライ

ラ、不安、育ち

の悩み、どのよ

うな相談でもお

気軽にお電話く

ださい。
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

ほっぺクラブ
(登録制)

０歳～１歳半頃の
乳幼児親子

 17、24日(火) 10:30～11:30 ○

にこにこクラブ
(登録制)

１歳半頃～就学前
の乳幼児親子

13、20日（金） 10:30～11:30 ○

とーにゃん広場 16、23、30日(月) 10:30～13:30頃 -
児童館の育成室にジャングルジムや手形アート、おもちゃを出し
ています。自由に楽しんでください。

とーにゃん
サーキット

19日（木） 10:30～13:30頃 -
児童館のゆうぎ室に、月替わりでコンビカーやトランポリンなど、
体を使って遊べるものを出しています。自由に楽しんでください。

マタニティ・ヨガ
妊婦さん
乳幼児親子

11日（水） 11:00頃～ ○
助産師さんからのアドバイスもいっぱいある「ヨガ」です。産後の
方も参加できます。■参加費：５００円※動きやすい服装で！

ベビーマッサージ
０歳児とその保護
者

27日(金) 11:00頃～ ○
助産師さんによるベビーマッサージです。(参加費)800円
(持ち物)申込時にご確認を！

歌がつなぐママたちの

居場所　「Dazzlin‘
Harmony」

※第2木曜・第4水
曜開催予定 10:40～12:40 ○

子育て中でも歌いたい！そんなお母さんたちの想いから始まっ
たグループです。一緒に歌ってみませんか？参加費:月100円他
※開催日、体験等についてはお問合せを！

HugHug English 月数回土曜日 10:00～12:15 ○
子どもも一緒に、お母さんもお父さんも英会話を楽しんでいま
す。主に大人向けの英会話の時間になります。※開催日はお問
合せを！※見学自由

HugHug English 2 21、28日（土） 16:15～17:00 ○
子どもも一緒に、お母さんもお父さんも英会話を楽しんでいま
す。主にお子さん向けの英会話の時間になります。※開催日は
お問合せを！※見学自由

いっしょにあそぼう 11日（水）
10:30～11:30
東寺東大門前集合

-

東寺さんに初詣にお出かけします。■参加費：無料(お賽銭・お
みくじ等はご家庭の判断でお願いします)※小雨程度の雨でも実
施します。中止の判断が難しい場合は、児童館までお問合せ下
さい。

九条塔南社会
福祉協議会

【問】南区社会福祉協議会
TEL：671-1589

塔南子育てサロ
ンなないろｃｕｔｅ

乳幼児とその
保護者

２０日（祝・土）
（毎月第３土曜日）

9:30～ -

場所：九条塔南小学校北校舎西側1階ふれあいサロン

共栄保育園
・みのり園

唐橋高田町58-4
TEL：672-4572
FAX：672-3486

園庭開放
乳幼児とその
保護者

1/10以降の
月～金曜日
(祝日除く）

11:00～13:00 -

砂場や人工芝の築山で遊んでくださいね。保護者の方はマスク
着用で！来園時に検温をさせていただきます。

乳幼児クラブころ
ころ

12、19、26日（木） 10:45～11:45 ○
随時、幼児クラブ受付しています

ほっとひろば
ぱるっこ

20日（金） 10:30～ -
自由に遊びに来てください。最後にプチシアターも行います。

上鳥羽子育てサ
ロンほっこりん

10日（火） 10:30～ -
地域の方に見守られ、親子でゆっくりくつろげるサロンです

親子みんなで
つながろう

南区内にお住いの
０歳の第１子と保
護者の方

25日（水） 11:00～12:00 ○
ペープサートやふれあいあそびをします。詳しくは児童館まで、
お問合せください。

くるみっこクラブ
(登録制)

0歳（2021年４月生
～）

毎週月曜日
（祝日はお休み）

10:30～12:00

○
(キャンセル待
ちのみ受付)

(定員20組)年会費無料。自由あそび、お母さん同士のお友だち
作りの場♪11：30ごろから職員が入り、お名前呼び・ふれあい遊
び・手遊び・読み聞かせなどなどを行っています。乳児親子さん
だけの、のんびりとした雰囲気の中で活動しています。

たんぽぽクラブ
(登録制)

１歳（2020年４月
～2021年３月生）

毎週火曜日
（祝日はお休み）

10:30～12:00 ○
(定員20組)年会費無料。11:00～11:30職員が入り、七夕・運動
会・クリスマスなどの行事や月々の設定行事を通して、親子で楽
しめる活動。お子さん同士、お母さん同士のお友だち作りの場。

親子デイ＆ママ
❤カフェ

0歳～就学前
毎週水・木曜日
（祝日はお休み）

10:30～12:00 -
児童館のおもちゃで自由遊び。お友だち同士・お母さん同士で
ゆっくりと遊んでいただけます。コロナウイルス感染防止の為「マ
マ❤カフェ」はしばらくお休みしています。

にこにこダンスク
ラブ(登録制)

１歳～就学前
（2021年３月生ま
れ以前）

毎週金曜日
（祝日はお休み）

10:30～12:00 ○ 
(定員20組)11:00～11：30職員が入り、親子で一緒にダンスや体
操・リズム遊びなどを通して、体を動かして遊びます。お友だちと
一緒に元気に楽しく活動をしています。

唐橋子育てサロン 12日（木） 10:30～12:00 -
唐橋子育てサロンは、唐橋学区の民生児童委員の方が来ら
れ、自由に遊んだりおしゃべりしたりして、参加者の皆さんのつ
ながりができる場です♪

子育て講座
「３B体操」

24日（火） 10:45～11:30 ○

３B体操の先生が来られます。親子で体を動かして遊びましょう
♪　たんぽぽクラブ内での開催ですが、登録しておられない方も
５組参加できます。にじいろ通信１月号の申込書に記入の上、
唐橋児童館に直接提出ください。電話での申込みも可。

あらぐさ保育園
吉祥院九条町7
TEL：671-7896
FAX：671-7950

赤ちゃん会
1歳半までの乳幼
児と保護者

5日(木) 10:00～11:00 ○
ふれあい遊び、戸外遊び※事前に電話でお申込みを！

子育てサークル
「やんちゃあず」

0歳～就園前の乳
幼児と保護者

12、19、26日(木) 10:30～11:30 ○
(登録制)お母さん達による自主運営のサークル！☆新しいお友
だち募集中☆見学できます！入会時:参加費500円

ぴよぴよくらぶ
(登録制　)

6か月～1歳半の
乳幼児と保護者

13、20、27日（金） 10:30～11:30 ○
見学は随時受付中です。ご希望の方は児童館までご連絡下さ
い。

こっこちゃんくら
ぶ(登録制　)

1歳半～就園前の
乳幼児と保護者

17、24、31日（火） 10:30～11:30 ○
令和４年度の登録は、定員になりました。

おしゃべり広場 乳幼児と保護者
16、30日（月）
18、25日（水）

10:30～12:00 -
自由参加
おしゃべりしながら児童館のおもちゃで遊ぼう♪

実施施設名 クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

　吉祥院子育て
　ネットワーク

【問】南区社会福祉協議会
TEL：671-1589

吉祥院子育てサロ
ンGood　Time

乳幼児とその保護
者

11日（水）
23日（月）

10:30～12:00
（入退室自由）

-

場所：吉祥院小学校ふれあいサロン

☆唐橋児童館

唐橋西寺町65
TEL&FAX
644-5066

後期（10～来年3月）の申込み受付中！※見学自由！
※会費（半年）500円

Ｃ　西高瀬川と桂川の間

☆中唐戸児童館
上鳥羽南唐戸町28

TEL：672-2900
FAX：672-2907

☆洛陽児童館

吉祥院西定成町35
TEL＆FAX：672-0555

乳幼児親子

☆塔南の園児童館

　西九条菅田町4-2
　　TEL：662-2761
　　FAX：662-2765

乳幼児親子

0歳～就学前

０歳～就学前の幼
児とその保護者

※コロナウイルス感染拡大防止のため， 中止しております。

新型コロナの感染状況により中止とさせていただく場合があります。
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

19日（木）

節分製作

おひさまクラブ
(たんぽぽクラス)

０歳児とその保護
者

 18、25日（水） 10:30～11:00 ○
登録制

おひさまクラブ
(チューリップクラ
ス)

１歳児とその保護
者

17、24日（火） 10:30～11:00 ○
登録制

おひさまクラブ
(ひまわりクラス)

２歳児以上とその
保護者

20、27日（金） 10:30～11:30 ○
登録制

ほっと広場
12日㈭、13日㈮
26日㈭、31日㈫ 10:30～12:30 -

自由参加

子育てサロン
（マミークラフトワー
クショップ）

27日（金） 10:30～11:30 〇
母親クラブ　マミークラフトさんのワークショップです。一緒に「マ
スクチャーム」を作りましょう。

書初め大会 小学生 ７日（土） 10:00～12:00 -
１、２年生は硬筆（サインペン）、３年生以上は毛筆をします。
場所：祥豊小学校　体育館

母親クラブ
マミークラフト

16、23日（月）
10:30～12:30 -

だれでも参加出来る手芸クラブです。マミークラフトのママさん達
が優しく教えてくれています。お子さんを遊ばせながら、趣味の
時間を楽しんでください。

母親クラブ
ベビーピーチ

30日（月） 10:30～12:00 〇
母親クラブベビーピーチさんの活動です。「スクラップブッキン
グ」をします。

園庭開放 毎日  10:00～11:00 -
園庭でゆっくり遊べます。保育園児や保育士と自然に交流でき
ます。暑い時は、お茶と帽子をご持参ください。

子育て相談 -
子育てに関することなどお気軽にお尋ねください。

こっこクラブ 19日(木) 10:30～11:30 -
節分に向けた製作＊保護者の方はマスク着用で参加してくださ
い。※手指のアルコール消毒・検温にご協力をお願いします。

園庭開放
12日(木)
※雨天中止

10:30～11:30 -
園庭の遊具や砂場で遊びましょう。※保護者の方はマスク着用
で参加してください。＊汚れてもよい服装で！※手指のアルコー
ル消毒・検温にご協力をお願いします。

「赤ちゃん絵本の
会と育児相談」

9日（月・祝） 10:30～11:00 -
京都南この本だいすきの会の方による赤ちゃん絵本の読み聞
かせ，手遊び，育児相談もできます。

「赤ちゃん絵本の
会」

16日（月） 10:30～11:00 -
図書館職員による赤ちゃん絵本の読み聞かせ､手遊びなど

「おたのしみ会」 幼児から一般 21日（土） 10:30～11:00 ○ 図書館職員による絵本の読み聞かせ､工作など

なかよしクラブ
（うさぎクラス）

概ね１歳８ヶ月～
のお子さんと保護
者

18、25日（水） 10:30～11:30 ○
登録制（随時受付中）
令和４年度の登録を受付中です。

なかよしクラブ
（ぱんだクラス）

概ね１歳８ヶ月ま
でのお子さんと保
護者

17、24、31日（火） 10:30～11:15 ○
登録制（随時受付中）
令和４年度の登録を受付中です。

なかよしクラブ
（つぼみクラス）

令和4年7月以降
生まれのお子さん
と保護者

1/19、26、2/2、
16、3/2（木）

10:30～11:30 ○
（登録制）５回の子育て講座です。

ＷＡＩＷＡＩ広場
乳幼児と保護者
（子どもの年齢制
限はなし）

12日㈭、13日㈮
14日㈯、20日㈮
27日㈮

10:30～12:00
※14日は、
15:00～16:30

-
乳幼児親子のための自由な遊びの広場です。パパの参加も大
歓迎です。プレママ、プレパパもお待ちしております。

家族で卓球
幼児親子～小学
生親子

21日（土） 14:00～16:30 〇

（定員になり次第締切）家族で卓球を楽しみませんか？３０分交
代，１家族での貸し切りとさせていただきます。
申込期間：令和5年1月18日（水）

にこにこクラブ
みるくクラス

10か月までの
乳幼児親子

11、18、25日（水）  10:40～11:10 ○
乳児クラス（登録制）乳児に適した遊びを親子で楽しめます。

 12日（木）  10:40～11:10

20日(金) 10:40～11:30

26日（木） 10:40～11:20

13、20日（金） 10:40～11:30

26日（木）   10:40～11:20

16日㈪、24日㈫、

27日㈮、30日㈪、
10:30～12:00 ○

11、18、25日㈬ 11:10～12:00 ○

13、20日㈮、
26日㈭

11:30～12:00 ○

1/11以降の
月～金曜日
（祝日を除く）

13:00～14:00 ○

乳幼児歯科教室
南区在住の乳幼
児とその保護者

17日（火） 10:20～12:00 ○
歯科衛生士さんのお話や、歯科の個別相談ができます。
申込：南区役所子どもはぐくみ室(075-681-3574)

子育て講演会
「離乳食について」

乳幼児と
その保護者

18日(水) 10:40～11:10 ○
管理栄養士さんに来て頂き、離乳食についてのお話をお聞きし
ます。

パパと一緒に遊び
の広場

乳幼児とパパ 28日(土) 11:00～12:00 ○
おもちゃがいっぱいあります。パパと一緒に遊びに来て下さい。

乳幼児とその保護
者

○

乳児クラス（登録制）乳児に適した遊びを親子で楽しめます。※
20日は、キッズクラスと合同のため曜日と時間を変更していま
す。26日は、キッズクラスと合同のため時間を変更しています。

1歳11か月以上の
乳幼児親子

○
幼児クラス（登録制）幼児の年齢に応じた幼児に応じた遊びを親
子・友達と楽しめます。※26日は、ちびっこクラスと合同のため
曜日と時間を変更しています。

乳幼児とその
保護者

※飲み物は各自でご
持参ください。

たんぽっぽくらぶ

※親子共に、汚れ
てもいい動きやす
い服装でお越しくだ
さい。

乳幼児とその保護
者

　吉祥院こども園

吉祥院政所町3-3
TEL：691-2863
FAX：671-4668

乳幼児とその保護
者

おもちゃがいっぱいあります。親子で自由にあそびを楽しみま
しょう。

　☆祥豊児童館
　　吉祥院三ノ宮町106
　　　ＴEL：693-9208
　　　FAX：693-9209

　
 

　

＊インスタグラムもし
ています。#祥豊児童
館で検索してね！

 
　☆吉祥院児童館

     吉祥院砂ノ町50
     TEL：661-8951

 
 

＊インスタグラムもし
ています。#吉祥院児
童館で検索してね！

○
５組限定

10:30～11:30

子育て相談専用メール
  aoisorasorahoikuen@gmail.com

祥南保育園

吉祥院砂ノ町43
TEL：672-0010
FAX：672-0024

吉祥院図書館

吉祥院池田町１
TEL：681-1281
FAX：681-3202

乳幼児とその保護
者、出産前のご家
族

青い空保育園

吉祥院菅原町22-1
TEL：672-2040
FAX：672-6440

遊びの広場
乳幼児とその保護
者

にこにこクラブ
ちびっこクラス

11か月～
1歳10か月までの
乳幼児親子

にこにこクラブ
キッズクラス

　

　☆祥栄児童館

 吉祥院石原橋上1-4
   　TEL：682-8154
  　 FAX：682-8158

乳幼児と保護者

内容は状況により変更になることもあります。※予約は前月のたんぽっぽ終了後より電話連絡のみで受付けてい

ＨＰ
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

園庭開放
1/16以降
月～金
（祝日はお休み）

11:00～11:30 ○
園庭お子さんとゆっくりと遊んでもらえます。寒い日は、室内でも
遊んでもらえます。※来園される方は、事前にお電話ください。

～あそぼうDaｙ～
鬼のお面作り

24日（火） 10:30～11:30 ○
（3組限定）親子で一緒に節分の鬼のお面を作りませんか？
※事前の申込みが必要ですので、お電話ください。

ほっと…すぺーす
…

12日(木) 10:30～11:30 -
「フェルトフラワー」フェルトで可愛いお花を作ります。お部屋のイ
ンテリアにもなりますよ。費用：無料

あみものひろば 26日(木) 10:30～12:00 -
講師の先生に来ていただいて編み物をしています。編み物初心
者の方でも大丈夫！今月は「つけ襟」を作ります。持ち物：アクリ
ル混合毛糸、 並太２個（お好きな色）、かぎ針６号

もこもこくらぶ 16、23、30日(月) 10:30～11:30 - 16日「凧作り」　23日「新聞遊び」 30日「絵本の読み聞かせ」

キッズやまのもと 6、20日(金)

6日
10:00～11:30
20日
10:30～11:30

○

6日「新春のつどい」保育園の子ども達と一緒にお正月気分を味
わいましょう♪つどいの後は園庭で遊べます！（雨天時は児童
館で遊びます）定員3名（申込は山ノ本こども園まで）
20日「ママの健康づくり応援セミナー」（乳がんについて）講師：
保健師の方

ふあふあくらぶ 13、27日(金) 10:30～11:30 - 13日「お正月遊び」 27日「節分工作」

ぱんダっこくらぶ
4、11、18、25日
(水)

10:30～11:30 -
4日「小学生と遊ぼう」 11日「プラバンを作ろう」 18日「手芸」
25日「遊べるおもちゃ作り」

10代・20代前半
のパパママ応援
事業

１０代・２０代前半
のパパママとその
お子さん

10:30～12:00 -
若い世代の子育て中の方を対象に、工作やクッキング等で交流
を深め、悩みや喜びを共感できる仲間作りの支援をしています
♪　詳しくは山ノ本児童館まで

えがお広場
～園庭開放～

11日㈬、19日㈭、
24日㈫、30日㈪ 10:00～11:30 ○

園庭でゆっくり親子で遊んでください。※天候や園庭状態が悪い
場合は、当日中止となる場合があります。

キッズやまのもと
『新春のつどい』

6日（金） 10：00～10：30 ○
（定員3組）山ノ本こども園のホールにししまいがやってきます。
その後は、園庭を解放しますので親子で遊んでいただけます。

キッズやまのもと
『ママの健康のた
めの講座～乳がん
～』

20日（金） 10：30～11：30 -

講師の先生にお越しいただき、乳がんについての知識や、セル
フチェックの仕方などのお話をしてくださいます。

実施施設名 クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

琴音つばさ保育園
久世上久世町530-24

TEL：925-0283
FAX：925-4152

園で遊ぼう！
１０ヶ月～２歳児の
子どもと保護者

17日（火） 10:00～11:00 ○

ＴＥＬで申込みください。

詩音つばさ保育園
久世上久世町419

TEL：922-0283
園で遊ぼう！

１０ヶ月～２歳児の
子どもと保護者

26日（木） 10:00～11:00 ○

ＴＥＬで申込みください。

ちいさなおはなし
会

乳幼児とその保護
者

9日（月・祝） 10:30～11:00 -
赤ちゃん絵本の読みきかせなど

おたのしみ会 小学校低学年 15日（日） 15:00～15:30 -
絵本の読みきかせなど

ちいさなおはなし
会

乳幼児とその保護
者

23日（月） 10:30～11:00 -
赤ちゃん絵本の読みきかせ、育児相談など

久世保育所
（一時保育実施園）

久世大築町50
TEL：931-0699
FAX：931-2637

おひさま広場 
乳幼児とその
保護者

月～土（祝日除く）
※1/4～始まります

〈ひよこ・園庭〉

○

親子で園庭や子育て支援の部屋（ひよこ組）で自由に遊べま
す。＊事前または当日にお申込みください。（8:30～17:00）※子
育てのことなどいつでもお気軽にお尋ねください。（お電話での
申込不要）

「保育士とおしゃ
べりしよう」

20日(金) 10:00～11:00 ○

『イヤイヤ期について』前回聞き逃した方、もう一度という方も子
どもを遊ばせながらおしゃべりしましょう。

＊保育士とあそぼう＊

「新聞紙あそび」 13日(金) 9:45～10:15 ○
ビリビリ、カサカサ、新聞紙を使って遊びましょう。※汚れても良
い服装で！※事前にお申込ください。当日の申込みも可。

＊保育士とあそぼう＊

「けん玉を作ろう」 17日(火) 10:30～11:00 ○
紙コップでけん玉を作って楽しみましょう。※汚れても良い服装
で！※事前にお申込ください。当日の申込みも可。

＊保育士とあそぼう＊

「お絵かきしよう」
26日(木)  9:45～10:15 ○

クレパスやペンでお絵かきを楽しみましょう。※汚れても良い服
装で※事前にお申込ください。当日の申込みも可

～のびのび広場～ 27日(金)   
10:00～11:00
（出入り自由）

○
トンネルや斜面、運動遊具を使って体を動かして遊びましょう。

おひさまぷらす 11日(水)
10:00～11:30
（出入り自由）

○

日ごろの子育てでちょっと悩んでいたり、心配していることなどあ
りませんか。担当者がひよこの部屋にいますので、一緒におしゃ
べりしたり親子でのんびり遊んで過ごしましょう。身体測定もでき
ます。

お正月あそびを
楽しもう

18日（水）  9:45～10:15 ○
“竹ばーば”こと竹谷春江氏（元市営保育所保育士）によるお正
月あそびを保育所の子どもたちと一緒に楽しみましょう。

０歳教室
令和4年1月から9
月に生まれたお子
さんとその保護者

1/25、2/1、8、15
日(水)全4回

13:30～14:30 ○

（先着6組程度）保育士と一緒に遊んだり、学びながら子育ての
輪を広げましょう。申込期間：1/10～1/20（9:00～17:00）

 
久世ふれあい

センター図書館
久世築山町328
TEL：931-0035
FAX：931-0026

Ｄ　桂川より西　久世地域

就園前の乳幼児
親子

☆山ノ本児童館

上鳥羽山ノ本町60
TEL＆FAX：662-1695

大人
乳幼児親子

☆こども園いしはら

吉祥院石原南町51
TEL：691-2494
FAX：691-2498

乳幼児とその保護
者

乳幼児親子

久世保育所
（一時保育実施園）

久世大築町50
TEL：931-0699
FAX：931-2637

乳幼児親子

山ノ本こども園
（前  山ノ本保育園）

上鳥羽山ノ本町61
TEL：691-4244
FAX：691-6653

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い＞

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事業をご利用の際は、事前の検温と状況に応じたマスクの着用をお願いします。発熱、風邪の症状（せき、鼻水、下痢など）が

ある場合や、症状が改善してから２４時間経っていない場合等のご利用はお控えください。当面の間、電話での子育て相談以外の事業は申込制とさせていただき、利用者

ＨＰ
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実施施設名
所在地・電話

クラブ・行事名 対象 日にち 時間 申込 場所・内容・持ち物・お知らせなど

みんなの広場　　　　　 23、30日(月) 10:30～11:30 ○
おもちゃを解放させていただきます。年齢関係なく自由に遊んで
いただけます。

パパママ相談室 16日(月) 10:30～12:00 ○
身長・体重の測定、京都市久世保育所保育士による子育て相
談などを実施しています。

親子ヨガ 18日（水） 10:00～11:30 ○
動きやすい服装で来てください。ヨガマットまたは、バスタオル1
枚と水分補給できる物が必要です。

放課後ひよこサ
ロン

乳幼児親子 23日（月） 15:30～16:30 ○
（定員あり）久世中学校にて、中学生と一緒にふれあい遊びをし
たり、中学生による絵本の読み語りをしてもらいます。

ひよこサロン
乳幼児親子（保護
者だけの参加可）

12日（木） 10:30～12:00 ○
久世中学校にて、ふれあい遊びをしたり、絵本の読み語りや子
育て相談もできます.

乳幼児クラブ
ラッコクラス

0歳児親子 17、24、31日（火） 10:30～11:30 ○
登録制のクラブです。現在定員に達しています

乳幼児クラブ
ペンギンクラス

1歳児親子 19、26日（木） 10:30～11:30 ○
登録制のクラブです。現在定員に達しています

乳幼児クラブ
こぐまクラス

2歳児親子 20、27日(金) 10:30～11:30 ○
登録制のクラブです。現在、空きがありますので詳細は児童館
までご連絡ください。

乳児の子育てひろ
ばにこにこ☺

０歳の子どもとそ
の保護者

16日（月） 10:30～11:30 ○
詳細は児童館まで。

たけのこひろば＆
ひまわりひろば

1歳の子どもと
その保護者＆
2歳～就園までの
子どもとその保護者

31日（火）
10:30～11:30 ○

１歳～の「たけのこひろば」と２歳～の「ひまわりひろば」が合同
になりました。詳細については児童館までお問合わせください。

ぴよぴよひろば
０歳～就園までの子
どもとその保護者

 19、26日(木)  10:30～11:30 ○
詳細は児童館までお問い合わせください。

ふたごちゃんみつ
ごちゃんの会
ツインズエンジェル

ふたごちゃんみつ
ごちゃんの妊婦さ
ん・保護者

11日(水) 10:30～11:30 ○

保護者同士の交流を深める場です。

心があったかくなる
子育て相談のひろ
ば「ぽかぽか」

0歳～就園までの子
どもとその保護者

24日（火） 10:30～11:30 ○

日頃の子育ての中で、イライラしたり、困ったりしたことをぽかぽ
かでゆっくり遊びながらお話しませんか？久世西保育所の先生
も交えてお話しています。

京都南この本
だいすきの会

【問】070-5348-4582
nor0i720@yahoo.co.jp

「わらべうたとおは
なしの世界」＆育
児相談

乳幼児と保護者 9日（月・祝） 10:30～11:15 -

【会場】
吉祥院図書館幼児コーナー

☆久世西児童館

久世中久世町
五丁目19-1

TEL：935-3355
FAX：935-0575

☆久世児童館

久世大築町50-１
TEL：931-4105
FAX：925-5005

乳幼児親子（保護
者だけの参加可）

はじめて子育てをされる方が、これから身近な地域で安心して子育てができるように、保護者同士の仲間づくりや、

地域の子育て支援者・関係機関等とつながっていくきっかけづくりを応援するイベントです。手遊びやふれあい遊びを

通して、はじめての子育てをしている人たちで集まって交流しませんか？

対 象：南区内にお住いのおおよそ０歳の第1子のお子さんと保護者の方

日 時：令和４年１０月～令和５年３月末（左記期間の中で、順次開催）

場 所：南区内の児童館

参加方法：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前申し込みをお願いします。

＊各児童館のイベント内容や申込方法は、右記ホームページ上で発表します。

＊新型コロナウイルスの感染状況により、延期や中止をする場合についても随時

お知らせします。

【主催】 南区子ども問題連絡会・南区社会福祉協議会 【後援】京都市

<お問い合わせ先> 南区社会福祉協議会(事務局) TEL:671-1589/FAX:671-3840

南区役所子どもはぐくみ室 TEL:671-3574/FAX:691-1397

南区社会福祉協議

会ホームページ または 京都市南区社協

子育てイベント「第２０回 親子みんなでつながろう！」
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