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「洛西子育てホッと情報」では，毎月，洛西地域を中心に京都市内の子育て応援情報について発信
しています。ちょっとリフレッシュしに，外へ出かけてみませんか？是非ご利用ください。
☆このお便りの情報は，西京区のホームページでも公開しています。右記の QR コードを参照ください。

◆ お子さんの急な発熱や病気に備えておきましょう。
○ 発熱等の症状がある場合は，まずかかりつけ医に電話しましょう。
・ 熱がある，体がだるい，のどが痛いなど，風邪の症状があるときは，身近な医療機関に，まず，電話で相談。
風邪の症状があり，休日・夜間など受診できる医療機関がない場合は，「きょうと新型コロナ医療相談センター
（ 075－414－5487，365 日 24 時間受付）
」に相談。

○ 夜間や休日など，かかりつけ医の診療時間外（新型コロナウイルス感染症の疑いがない場合）
診療所名

診療科目

京都市急病診療所
【075－354－6021】
京都市中京区西ノ京東栂尾町６
（京都府医師会館１階）
※「けが」や「やけど」などの外科的な
診察及び電話での相談はできません。

（15 歳未満）

内科

休日急病歯科中央診療所

【＃8000】携帯電話も対応
又は（

075－661－5596）

京都健康医療

よろずネット

日曜日・祝日
8/15，8/16，
12/29～1/3

18:00～24:00

土曜
日曜・祝日

18:00～22:00
10:00～17:00

8/15，8/16，
12/29～1/3

18:00～22:00

土曜日

日曜日・祝日
8/15，8/16，
12/29～1/3

10:00～17:00

日曜・祝日
歯科

京都市中京区西ノ京東栂尾町１

小児救急電話相談

診察時間
21:00～24:00
14:00～17:00
18:00～翌 8:00
10:00～17:00

小児科

※土曜日が祝日又はお盆（8/15，8/16） （15 歳以上）
と重なった場合は，祝日・お盆の診療時
眼科
間帯となります。ただし，小児科は深夜
帯（24 時～翌 8 時）も実施します（年
耳鼻咽喉科
末年始を除く）
。

【075－812－8493】

診療日
月曜～金曜日

8/15，16，

急病診療所
（医師会館１階）

※受診の際は，健康保険証，
子ども医療費受給者証など
をお忘れなく。

10:00～17:00

12/29～1/4

京都府では，夜間・休日・早朝など病院の開いていない時間帯に，急病や怪我などで子どものこと
が心配になった場合に，看護師又は小児科医師が電話相談に対応する事業を実施しています。
受付日時：毎日 19 時～翌朝 8 時 土曜日（祝日・年末年始を除く）は 15 時～翌朝 8 時まで

「今，診てもらえる小児科・医療機関を探す」
「日時を指定して，診療科目から医療機関を検索する」
など，京都府内の医療機関の情報を検索できます。 http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/

大枝動物園まつり（要申込）

■ ピックアップ！子育てイベント！

大枝児童館に様々な動物がやってきます！動物にエサをあげたり，
抱っこしたりするふれあい体験や，ゲームコーナーや工作があります。
開催日時：2 月 5 日（土）13:00～14:45
開催場所：大枝児童館
申込期間：1 月 11 日（火）～26 日（水）
申込方法：児童館のおたより内の申込書に記入，児童館に提出ください。
主催：大枝児童館（ 332－5824）

—

１

—

地域子育て支援ステーション事業カレンダー
☆

乳幼児（未就園児）とその保護者を対象とした事業を掲載しています。

☆

特に記載のないものは，事前申込不要，無料です。詳細については，それぞれの主催へお問合せください。

☆

お子様は，たくさん汗をかくので，お茶や着替え，タオルなどを持って参加してくださいね。

☆

どの催しもお車でのご来場はご遠慮ください。

日

曜日

４

火

５

水

６

木

７

金

８

土

11

火

12

水

13
14

木
金

時 間

場所（主催事業所）

事業名

10:30～11:30

桂坂保育園

園庭開放

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

10:30～11:30

新林児童館

ピヨピヨ

10:30～11:30

福西児童館

リトミック（要申込）

10:00～11:00

竹の里保育園

園庭開放

園庭で元気に遊びましょう。
（凧あげ）※雨天中止

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。

10:30～11:30

桂坂児童館

にじいろ

気軽に遊びに来てください。お待ちしております。

10:30～11:30

新林児童館

ハイハイ

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

11:00～12:00

上里児童館

のびのびたいむ

自由あそびのひろばです。

11:00～12:00

大原野児童館

ぴょんころひろば

自由におもちゃで遊べます。

今回は「お正月工作をしよう！」です。
☆事前に児童館までお申込みください。

れさんのお誕生日会と工作☆」です。

土

10:30～11:30

桂坂保育園

園庭開放

月

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

桂坂児童館

参加費：300 円 定員：10 組（先着順）

0 歳からの自由参加のひろばです。本日は「1 月生ま

17

10:30～11:00

0 歳からの自由参加のひろばです。
1 歳からの自由参加のひろばです。

15

18

内容・備考

0 歳からの自由参加のひろばです。
対象：生後およそ 50 日を過ぎた乳児とその保護者

ベビーマッサージ

参加費：300 円 持ち物：バスタオル，お茶など

（要申込）

☆事前にお申込みください。
（1/4～受付，定員 10 組）

10:30～12:00

新林児童館

ほのぼのデー

いつでも誰でも自由に過ごせる日です。

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

10:30～12:00

上里児童館

習字教室（要申込）

火
10:00～11:00

東桂坂保育園

大人のための習字教室です。持ち物：筆・ぶんちん
お子様は職員が保育をしますので安心して参加ください。

リトミックの先生が来てくださいます。一緒に音楽あ

音楽であそぼう

そびを楽しみましょう♪

（要申込）

☆事前に保育園までお申込みください。定員８組。
1 歳からの自由参加のひろばです。本日は「１月生まれ

10:30～11:30

新林児童館

ピヨピヨ

11:00～12:00

上里児童館

のびのびたいむ

さんのお誕生日会とヘアゴムづくり」です。
自由あそびのひろばです。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，掲載している内容は変更になる場合があります
—

２

—

日

曜日

時 間

19

水

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

10:30～12:00

新林児童館

ほのぼのデー

10:30～11:30

福西児童館

あそびっこ

大型遊具を出しています。

10:00～11:30

大原野こども園

わくわくランド

☆雨天中止。持物：着替え，お茶

園庭開放（要申込）

☆ご都合のよい時間にお越しください。要事前申込。

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

10:30～11:30

福西児童館

ほっとひろば

自由に遊びに来ていただけます。

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。

20

21

木

金

10:30～12:00

10:30～11:30

場所（主催事業所）

桂坂児童館

新林児童館

事業名

内容・備考
0 歳からの自由参加のひろばです。
いつでも誰でも自由に過ごせる日です。
本日はスペシャルデー「カレンダーづくり」です。

お子さんと遊びながら，子どもへの関わり方や発達に

きいて！きいて！

ついて，発達に関する専門家に相談できます。

（要申込）

☆事前に申込みください。
（1/7～受付，定員６組）
絵本，わらべうたを通して，子どもと一緒に手あそび，

らんらん♪絵本

身体あそびを楽しみましょう♪

京都市ファミリーサポ

洛西支部：境谷児童館（３３２－５８７３）
※事前に電話でお申込みください。

10:30～11:30

境谷児童館

ートセンター登録会
（要申込）

※託児あり（定員制）

11:00～12:00

上里児童館

のびのびたいむ

自由あそびのひろばです。

11:00～12:00

大原野児童館

ぴょんころひろば

自由におもちゃで遊べます。

22

土

10:30～11:30

桂坂保育園

園庭開放

24

月

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。
柔軟体操のようなヨガです。 対象：大人（大人の方は

10:30～11:10

桂坂児童館

大人のためのヨガ

誰でも参加可能） 持ち物：バスタオル，お茶など

（要申込）

定員：10 組（乳幼児との参加は６組まで）
☆事前に児童館までお申込みください。
（1/4～受付）

25

火

27

水

木

そらいろプロジェクトの方をお招きし，お子さんの前
髪カット講座を行っていただきます✂

10:30～11:30

新林児童館

チャイルドカット講座
（要申込）

☆事前に児童館まで申込みください（定員１０組）

10:30～11:30

福西児童館

ほっとひろば

自由に遊びに来ていただけます。

10:30～11:30

新林児童館

英語 DE あそぼ！

11:00～12:00

上里児童館

のびのびたいむ

10:30～11:30
26

ママにもできる！

大原野児童館

英語で挨拶したり，体操をしたり，歌をうたったりして
英語で楽しく遊びましょう☆
自由あそびのひろばです。
対象：首のすわった頃から歩き出されるまで

ベビーマッサージ

持ち物：バスタオル・授乳の用意 参加費：300 円

（要申込）

☆事前に児童館までお申込みください。

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。

10:30～12:00

新林児童館

ほのぼのデー

いつでも誰でも自由に過ごせる日です。

10:30～11:30

福西児童館

あそびっこ

大型遊具を出しています。

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，掲載している内容は変更になる場合があります
—

３

—

日

曜日

時 間

28

金

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。

10:30～11:30

桂坂児童館

にじいろ

気軽に遊びに来てください。お待ちしております。

わらべうた

歌をうたいながら，親子で楽しくスキンシップをしま

ベビーマッサージ

しょう☆ 参加費：200 円 対象：生後 1 か月から

（要申込）

☆事前に児童館まで申込みください。
（定員 10 組）

事業名

場所（主催事業所）

10:30～11:30

新林児童館

内容・備考

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

11:00～12:00

上里児童館

のびのびたいむ

自由あそびのひろばです。

11:00～12:00

大原野児童館

ぴょんころひろば

自由におもちゃで遊べます。

29

土

10:30～11:30

桂坂保育園

園庭開放

31

月

10:30～12:00

大枝児童館

すくすくひろば

0 歳からの自由参加のひろばです。

10:30～12:00

新林児童館

ほのぼのデー

いつでも誰でも自由に過ごせる日です。

10:00～11:45

境谷児童館

モーモーひろば

自由あそびのひろばです。お気軽にお越しください。

10:30～11:30

福西児童館

ほっとひろば

自由に遊びに来ていただけます。

10:30～12:00

上里児童館

習字教室（要申込）

大人のための習字教室です。持ち物：筆・ぶんちん
お子様は職員が保育をしますので安心して参加ください。

☆☆各ステーションの連絡先☆☆
事業所名
桂坂保育園
東桂坂
保育園
新林保育園
さふらん
保育園
福西保育園

所在地
連絡先

お知らせ

事業所名

御陵大枝山町四丁目３０

大枝児童館

３３３－６７５８
御陵峰ヶ堂町二丁目－１４

桂坂児童館

３８２－１０５０
大枝西新林町四丁目３

新林児童館

３３１－９０８７
大原野西境谷町二丁目７

境谷児童館

３３１－７６２２
大枝南福西町一丁目２

福西児童館

３３２－２６６０

竹の里
保育園

大原野西竹の里町二丁目４

上里竹の子
こども園

大原野上里北ノ町６４８

大 原 野
こども園

大原野上羽町３１８

上里児童館

大原野児童館

３３２－７９２０

お知らせ

連絡先
大枝塚原町４－６３
３３２－５８２４
御陵大枝山町四丁目３０

３３３－６７６０
大枝西新林町四丁目３
３３２－０２１４

情報を配信して
います。
情報を配信して
います。
情報を配信して
います。

大原野西境谷町三丁目５

３３２－５８６１
大枝南福西町一丁目２
３３２－６６４０
大原野上里北ノ町

３３２－３５１２

３３２－０６６６

所在地

ポイントラリー実施！
事業に参加してシールを集めよ

３３３－１２２５

大原野上里北ノ町 1328－20
３３２－８６８８

う。プレゼントがありますよ！

情報を配信して
います。

毎月のご案内を
メルマガで自動
配信しています。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，掲載している内容は変更になる場合があります
—

４

－

児童館の登録制乳幼児クラブ
☆ 現在募集中のクラブのみ掲載しています。年会費等が必要なクラブもありますので，詳しくは，各児童館までお問合せください。
定員／年会費
施設名
クラブ名
対象年齢
実施日時
大枝児童館
桂坂児童館
新林児童館
境谷児童館

たけっこクラブ

1 歳半～未就園児

毎週火曜日 10:30～11:30

先着 10 組／年会費 500 円

ぴいちゃんクラブ

おおむね０歳

木曜日 10:30～11:15

概ね 10 組／年会費 500 円

らっこクラブ

1 歳半～未就園児

毎週火曜日 10:30～11:30

概ね 10 組／年会費 2000 円

りんりんクラブ

1 歳半～

第 3 以外の木曜日 10:30～11:30

定員 10 組
年会費：前期後期各 800 円

いちごクラブ

（R3.4.2 現在）0 歳～1 歳半

火曜日(月３回程度)11:00～11:30

ほっぷクラブ

（R3.4.2 現在）1 歳半以上

水曜日(月３回程度)10:30～11:30

随時（定員：概ね各 10 名）
年会費なし（内容により徴収あり）

ぴよぴよクラブ
福西児童館
上里児童館
大原野児童館

０歳児

第 2,４木曜日(変動あり)10:30～11:30

随時／年会費なし

ラッコクラス

(H31.4.2～R2.4.１生)１歳～２歳未満

毎週火曜日 10:30～11:30

パンダクラス

(H31.4.1 以前生)２歳以上

毎週金曜日 10:30～11:30

定員おおむね 20 組
年会費 1000 円

ばんぶうくらぶ

０歳～３歳まで

毎週木曜日 11:00～12:00

登録者の中から先着 10 組/年会費なし

ぞうぐみ

(R3.4.2 現在）生後～１歳未満

月曜日(月２回)10:45～11:30

定員 15 組／年会費 500 円

くまぐみ

(R3.4.2 現在）１歳～２歳未満

水曜日(月２回)10:45～11:45

うさぎぐみ

(R3.4.2 現在）2 歳以上

水曜日(月２回)10:45～12:00

定員 15 組／年会費 1000 円)

図書館・その他の行事
洛西図書館（ ３３３－０５７７）

しぶ柿文庫（ 333－2319）片山さんの家（大枝西新林１丁目北部）

おはなし会（要申込）8 日（土）14:00～14:30
おたのしみ会（要申込）15 日（土）14:00～14:30
赤ちゃんと絵本をひらく会（要申込）協力：京都市久世保育所
27 日（木）11:00～11:30 絵本の読み聞かせや手遊び

12 日（土）
・26 日（土）13:30～16:30
本の貸し出しや読み聞かせ，季節の行事遊び，おやつ作りな
ど。乳幼児から大人まで，どなたでもお越しください。

えほんとふれあおう！

ぐんぐん♡ぷち

主 催：洛西読み聞かせの会
協 力：洛 西 図 書 館

（要申込，前日まで）定員５組程度
13 日（木）10:00～11:30，27 日（木）14:00～15:30

主 催：たけっこぐんぐんプロジェクト委員会
問合せ：洛西支所子どもはぐくみ室（ 332-9186）

地域の主任児童委員さんと楽しくすごしましょう。
17 日（月）10:00～11:30（要申込，５組程度）1/4～受付
絵本の読み聞かせや楽しいお話など，親子で御参加ください！
対象：概ね６ヶ月から１歳半までのお子さんとその保護者
場所：洛西支所１階ロビー「らくさい きのひろば」
申込：洛西支所地域力推進室 総務・防災担当（ 332-9185） 場所：洛西支所保健福祉センター（子どもはぐくみ室）⑤⑥の部屋

きいて！きいて！～関わり方のコツ

共催：洛西地域の基幹ステーション(洛西地域の児童館)
京都市久世保育所（ ９３１－０６９９）

一緒に考えてみませんか～
主催：西京区子育て支援ネットワーク連絡会（洛西地域）
福西児童館，洛西愛育園，久世保育所，洛西支所子どもはぐくみ室

ぐんぐん☆ぷらす

お子さんを遊ばせながら，発達に関する専門家に相談ができます。
21 日（金）10:30～12:00（要申込,５組程度）1/7～受付
開催場所，申込先：桂坂児童館（ ３３３－６７６０）
問合せ：洛西支所子どもはぐくみ室（ ３３２－９１８６）

17 日（月）10:15～11:30（要申込，５組程度）1/4～受付
対象：概ね１歳半からの未就園お子さんとその保護者
場所：洛西支所１階ロビー「らくさい きのひろば」
申込：洛西支所子どもはぐくみ室（ 332－9186）

幼

稚

園

親子で遊んだり，地域の児童館職員さんと遊んだりしませんか。

（☆未就園児親子対象の取組）

うぐいす幼稚園（ ３３１－１１２１）

うぐいす第二幼稚園（ ３３２－１１２１）

おひさまクラブ（２歳児親子登録制）※事前申込制
18 日（火）
，25 日（火）10:00～12:00 園庭開放日
ニコニコクラブ（0 歳以上の未就園児親子対象）※事前申込制
18 日（火）11:00～12:00 先生といっしょにあそびましょう

おひさまクラブ（２歳児親子登録制）※事前にご連絡ください。
13 日（木）
，20 日（木）
，27 日（木）10:00～12:00 園庭開放日
ニコニコクラブ（0 歳以上の未就園児親子対象）※事前申込制
13 日（木）11:00～12:00 先生といっしょにあそびましょう

竹の里幼稚園（ ３３２－４４９１）

さかいだに幼稚園（ ３３２－０２２１）

たまごきっずくらぶ（未就園児対象）
13 日（木）10:30～12:00 専任講師による体操教室

※

※サンドアート体験も出来ますのでお声かけください。
JR 桂川駅，阪急洛西口，高島屋横に送迎バスが有ります。

洛西花園幼稚園（ ３３２－２８０８）

詳しくは幼稚園までお問い合わせください。

洛西せいか幼稚園（ ３３１－１２１４）

※１月の乳幼児向けの催しはお休みです。
次月以降をお楽しみに！

園庭開放（未就園児対象，要申込）※雨天時中止
12 日（水）
，21 日（金）10:30～11:30

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，掲載している内容は変更になる場合があります
—

５

—

子育てサロンの行事予定
子育てサロンとは，乳幼児を子育て中の親子が，一緒に遊んだり，様々な活動や体験を通して仲間を作ったり，
地域の方々と交流したりする場を提供することにより，子育てを応援・支援していくものです。

桂坂子育てきっずサロン

新林子育てサークル たんぽぽ

境谷ママのホッとサロン

日時：12 日（水）10:30～12:00 日時：20 日（木）10:00〜12:00 日時：24 日（月）10:30～11:30
新型コロナウイルス感染症の
場所：桂坂児童館
場所：新林小学校コミュニティールーム 場所：境谷児童館 ２階
影響により中止になりました。
「親子で遊ぼう」
「親子遊び」
「お抹茶を楽しもう！」
［問合せ］境谷子育て支援会
令和４年１月１７日（月）
［問合せ］桂坂子育てサロン運営委員会
[問合せ］学区社協：片山
331－7007
下川

※

松田

331－3473

331－9394 能登

331－0661

福西子育て休憩室，ママ・ちゃいるど大原野は，今月お休みで
す。次月をお楽しみに。

京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）
「つどいの広場」とは，子育て中の親子（主に乳幼児）が気軽につどい，交流できる場です。

ま〜ぶりんぐ

［冬休み］
12 月 29 日（水）～
令和 4 年 1 月 3 日（月）

３３３－８２８５ 場所：UR 洛西新林団地中央集会所内

開所日時：月・火・水・金・土曜日（祝日は休館） 午前 10:00〜12:00，午後 13:00～16:00
現在のご利用は，当日電話予約制（毎朝 9:30 より受付・先着順）となっております。また，ご利用時間帯は，対象年齢
によって毎日変わります。詳細は予定表・ブログ等をご覧ください。来所の際には，利用者票の記入にご協力ください。
対象年齢：
【０歳児さん】上限６組 【１～３歳児さん】上限５組 各講座は 12/27（月）10:00～受付開始。
17 日（月）①10:30～12:00 発達あそび～よちよち期からのお子さま～（要申込，先着 5 組）持ち物：バスタオル，飲用水
②14:00～15:30 発達あそび～お口を育てる～（要申込，先着 6 組）対象：離乳食期前後のお子さま
20 日（木）10:00～13:00 ま～ぶりんぐ in「らくさい きのひろば」（要申込，各回４組）場所：洛西支所１階ロビー
①０歳児さん（10:00～11:00）② １～３歳児さん（11:30～13:00） 簡単工作「フェルトのおかばん」
24 日（月）10:30～11:30 親子ふれあい絵本♪うた♪あそび（要申込，先着６組）講師：
「しぶがき文庫」片山静江さん
29 日（土）10:00〜14:00 お誕生記念に似顔絵を （要申込，先着 5 組）/参加費 1 人 500 円/ 対象：主に 1 月生まれのお子さま

のこちゃん広場
ま〜ぶりんぐ

３３１－０１３２ 洛西東竹の里市営住宅集会所（中央）内
開所日時：月・火・木・金・土曜日（祝日は休館） 10:00〜16:00

［冬休み］
12 月 29 日（水）～
令和 4 年 1 月 3 日（月）

のこちゃん広場再開にあたって，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，ご理解とご協力お願いします。
当面の間，来所人数を３組に限定させていただきます。来所の際には，利用者票の記入にご協力ください。

ご利用前には，利用予約の電話を必ずお願いします。（利用前日の 13:00～受付，催しは 1 月 4 日 10:00～受付）
6 日（木）
，13 日（木）
，17 日（月）
，20 日（木）
，24 日（月）
，27 日（木）
，10:30～10:50
えほんの日（要申込）定員３組
11 日（火）
，13 日（木）
，14 日（金）
，15 日（土）上記催しのない時間帯 Petit luxe 手作り教室（要申込）参加費：300 円
14 日（金）10:30～11:30 ベビーエステ（要申込）定員２組 持ち物：バスタオル・着替え・お茶など
18 日（火）11:00～12:00 リラックスヨガ（要申込）定員 4 名(保育は 3 名)，産後半年を過ぎてから 持ち物：バスタオル･お茶など
21 日（金）11:00〜12:00 Petit luxe フラワーアレンジメント（要申込）参加費：500 円 定員：3 組
31 日（木）10:30～11:00 いっしょにあそぼう（要申込）節分ごっこ 定員：3 組

子ども食堂（子どもの居場所づくり）
子ども食堂は，子どもが安心して過ごし，地域の大人や社会とつながれる「子ども居場所づくり」を目指しています。

ふれあい食堂けやキッズ（洛西子ども食堂）

みんな仲間だ仲良しだ！

子ども昼弁当の日（無料）

12 月 25 日（土）11:30～13:00，1 月 29 日（土）11:30～13:00 持ち物：持ち帰りの袋を持ってきてね
場所：境谷会館内 カフェ欅
問合せ：洛西子ども食堂実行委員会（ 331ー2215）

わくわく LDK（竹の里子ども食堂）現在は準備期間中です。竹の里子ども食堂では，
子ども食堂を手伝ってくれる方や，ボランティアで協力いただけるスタッフを募集しています。
連絡先：竹の里子ども食堂実行委員会（メール peace.wakuwaku.ldk@gmail.com）

福西子ども食堂

1 月 8 日（土）11:00～13:00 料金：一人 100 円 メニュー：カレーライス
場所：福西センター内「洛らく」2 階 ※中学生以上の皆さんのお手伝いを募集しています。下記までご連絡ください。
連絡先：山﨑（ 332－4753，メール kisamaya2002@yahoo.co.jp）主催：福西社会福祉協議会 福西民生児童委員会＆有志

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，掲載している内容は変更になる場合があります
— ６ －

