
・行事に参加する際の約束事などについては，各主催団体にお問合せ下さい。なお，連絡先はおたよりの最終ページをご覧ください。

10月 １日発行

おいもパーティー

日 時：１０月１８日（金） １１：００～１２：００

場 所：勧修寺公会堂

連絡先：小野児童館（575－1665）

サンサン子育て講座 「大人こそ絵本を」

日 時：１１月１日(金)10:30～11：30 場 所：山階南児童館 （593－7227）

ベビーマッサージ

要申し込み（定員10名） 無料

日 時：１０月２１日(月) １０：３０～１１：３０

対 象：歩行するまでの0歳児

場 所：花山児童館 （592－0742）

人形劇サークル

「ムクムク」公演

日 時：１０月１１日（金） １０：３０～１１：３０

場 所：山階児童館（594－4880）

西野山秋の子どもまつり

日 時：10月２９日（火） 10：00～11：30

場 所：西金ヶ崎児童公園

連絡先：西野山保育園（581－1820）

消防音楽隊コンサート

日 時：１０月１０日（木） １５：４０～１６：２０

場 所：鏡山保育所（581－0438）

絵本専門士・絵本セラピストによる「絵本の読み語り」

日 時：１０月９日（水） １０：３０～１１：３０

場 所：山科区役所 大会議室

連絡先：げんきスポット０－３（634－9242）

子育て支援親子コンサート
（電話でお申し込みください）

日 時：１０月２６日（土）10：00～10：45

場 所：西念寺保育園（581－3331）

ハロウィン仮装・フェイスペイントや工作など

★缶バッチ用の写真を持参してね

日 時：１０月２９日（火） １０：３０～１１：３０

場 所：アスニー山科 サークル活動室

（ラクト山科C棟２階）

連絡先：四ノ宮児童館（592－2368）

Ｒ元年



【 10月の予定】

日 曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 備考

 １０月の工作 どなたでも 「ハロウィン工作」　　１人１回無料　　　　　　　子ども同伴可

10:30～12:00 いちごちゃん広場 乳幼児親子
乳幼児親子のふれあいの場です。
１０月１，２，３，８，９，１０，１５，１６，１７，２３，２４，２９，３０，３１日

10:00～ サンサン広場 山階南児童館 乳幼児親子 自由あそび　１０月１，７，８，１０，１１，１５，２１，２５，２８，２９，３１日

10:00～16:00
安朱つどいの広場
おじぞうさん

安朱保育園 乳幼児親子

10:00～12:00 １０月１，７，９，１０，１５，１８，２１，２３，２９，３０日

11:00～ １０月３，２４日

11:30～ １０月８，２８日

12:00～14:00 児童館DEランチ １０月１，３，７，８，１５，２１，２３，２４，２８，３０日

10:00～17:00 子育てほっと広場 乳幼児親子 乳幼児用のおもちゃで自由に遊べます。

12:00～13:00 ほっとタイム 乳幼児親子  持ち物：お弁当・水筒

12:00～13:30 ランチタイム 山階児童館 乳幼児親子

11:30～13:00 お弁当デー 音羽児童館 未就園児親子

12:00～13:00 ランチタイム 小野児童館 乳幼児親子

12:15～14:00 ランチデー １０月３，４，８，１０，１１，１５，１８，２９日

10:00～お昼頃 ペンギン広場 １０月１，２，７，９，１６，１７，２３，２４，２５，２８，３０，３１日

10:00～16:00 つどいの広場
げんきスポット
０－３

０～３歳児親子

10:00～16:00 にじっこ広場 お弁当を持参して，ランチタイム（12：00～13：00）参加もできます。

9:30～12:00 親子半日保育体験

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								日 曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 備考

10:00～13:00 ほんわかクッキング 小金塚ほんわかハウス 電子レンジを使って時短食事作り　　詳細はげんきスポット０－３に

10:30～ おはよう体操 げんきスポット０－３ 「わーお」の体操　　親子のふれあいあそび・絵本の読み語りなど

10:30～ 自由あそび 勧修児童館 ボールプールもありますよ　　駐車場５台分あります

10:30～11:30 親子ヨガ 四ノ宮児童館
要申込 　参加費：600円（乳幼児クラブ会員500円）
講師：富永麻由美氏

10:30～11:30 大人のバレエ 陵ケ岡児童館
大人
(子ども同伴可)

要予約（前日までに）参加費：500円　　持ち物：厚手の靴下・水分補給

10:40～11:30 感覚あそび 音羽児童館 乳幼児親子 色々な物を使って感覚遊びをしませんか?

11:00～12:00
アタッチメント
ベビーマッサージ

山階児童館
2ヶ月～
1歳半乳児親子

要申込み　定員6名　参加費500円（オイルマッサージ代含む）
詳細は児童館に

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:00～15:00 いずみ幼稚園 お弁当を食べる場所があります　持ち物：水筒・お弁当

10:00～12:00 清水台幼稚園 どなたでも 自由に遊びに来てくださいね　　持物：お茶・動きやすい服装で

10:00～13:00 ほんわかひろば 小金塚ほんわかハウス
開館時間内に自由に遊びに来てください　ダンボールハウスや砂遊び
ランチタイム11：45から開催　　　詳細はげんきスポット０－３に

10:30～
助産師さんに
聞いてみよう

げんきスポット０－３ 日々の疑問や悩みを助産師さんに聞いてみませんか　　無料

10:30～11:15 ベビーマッサージ 陵ケ岡児童館
ねんね～
ハイハイ親子

要申込（前日まで）定員10組　　参加費：500円
持ち物：バスタオル，水分補給，お子様に必要な物

10:30～11:30 親子３Ｂ体操 山階南児童館 1～４歳児親子 前日までに児童館に要申込　　　参加費400円　　　持ち物：タオル・お茶

10:30～12:00 おもちゃのチャチャチャ 山階児童館 乳幼児親子 おもちゃをたくさん並べて待っています

右記参照
スマイルひろば

四ノ宮児童館 乳幼児親子

月・水・金
（祝以外）

百々児童館
月～金

（祝以外）

1 火

開館中いつでも

陵ケ岡児童館
火・水・木
（祝以外）

右記参照

月・水～土
（祝以外）

火～土
（祝以外）

月～土
（祝以外）

鏡山保育所 就学前親子
月～金

（祝以外）

月～土
（祝以外）

月～土
（祝以外）

月～金
（祝以外）

右記参照 西野児童館 乳幼児親子

2 水

０～３歳親子

乳幼児親子

未就園児親子

園庭開放

０～３歳の親子



9:45～11:30
親子クラブすくすく
ぶどうクラス

南殿幼稚園
満3歳児
未就園親子

要登録　　　 詳細は園に
持ち物：コップ，タオル，水筒（お茶）上靴

10:00～11:00 子育て応援イベント 保育園　NOAH　KIDS
要予約　材料費500円　詳細はNOAH　KIDSまで
月齢又は誕生日フォト撮影会とハンドメイド「デコパージュ」

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
おもちゃあそび
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:15～12:00 あそびの広場 小野児童館 1歳半以上の親子 自由参加　読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～11:10 親子でリトミック おおやけこども園
1歳～3歳
未就園児親子

要予約　定員：20組
講師:名取　明子氏（リトミック研究センター京都支局インストラクター）

10:30～11:30

13:00～14:00

10:30～11:45 トコトコひろば 百々児童館 自由あそび　申込不要　　職員と一緒に体操や手遊びもします

10:45～ らぽーるたいむ 花山児童館 手遊びや歌を楽しみましょう

11:00～11:30 けろちゃん 西野児童館
歩きはじめ～
乳幼児親子

自由参加　手遊びや，ふれあい遊び，絵本の読み聞かせ
設定遊び「ハロウィンの服を作ろう」

11:00～11:45 お母さんのためのヨガ 安朱つどいの広場 未就園児親子 要事前申込み　参加費500円    持ち物：飲物　動きやすい服装で

11:00～12:00 ちびくまちゃん 山階児童館 ０～１歳親子 大型絵本か紙芝居の読み聞かせ

11:30～12:30 サンサンランチタイム 山階南児童館 乳幼児親子 みんなで集まってランチを食べましょう　　持ち物：お弁当　申込み不要

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 小麦粉粘土あそび

10:00～11:00 園庭開放 西野山保育園 持ち物：お茶，帽子，タオルなど

10:00～11:30
すくすく子育て「ベ
ビーマッサージ」

東部文化会館
要申し込み（9月30日締切）　先着10組親子　参加費：200円
詳細はももの木学園に

10:15～ 運動会 山科幼稚園 詳細は園に

10:15～12:00 ちっちゃいこクラブ 小野児童館 ０～１歳半親子 自由参加　　　 読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～12:00 0歳児教室 大塚児童館 全4回の登録制です　「ベビーマッサージ」

10:40～11:00 ３Ｂ体操 音羽児童館 音楽に合わせて体を動かそう！飲み物持参　動きやすい服装で.　無料

11:00～11:30 おたまちゃん 西野児童館
歩き始めるまでの
乳幼児親子

自由参加　　手遊びやふれあい遊び・絵本の読み聞かせ

11:00～12:00 園庭であそぼ おおやけこども園 未就園児親子

11:30～12:30 サンサンランチタイム 山階南児童館 みんなで集まってランチを食べましょう　　持ち物：お弁当　申込み不要

12:00～13:00 ちびっこランチ 花山児童館 児童館にお弁当を持ってきて一緒に食べましょう！

14:00～ 赤ちゃんこんにちは げんきスポット０－３ ０～１歳親子 乳幼児の発達・コミュニケーションの取り方などを学んでいきます

8:45～12:30 第47回　運動会 陵ケ岡小学校 競技に参加できます　　雨天時14日　詳細は陵ケ岡こども園に

9:15～12:30 椥辻こども園　運動会 東野公園 持ち物：特に無し　　無料　予約不要　詳細は椥辻こども園に

9:30～12:00 安朱保育園運動会 安朱小学校 要事前申込み　親子で簡単なかけっこ　　詳細は安朱保育園に

10:00～12:30 運動会 西金ケ崎児童公園 雨天時など詳細は西野山保育園ホームページで確認して下さい

10:00～11:00 ぴこちゃん文庫 絵本貸出し事業　　　たくさんの絵本がありますよ

10:00～11:00 楽しくあそびましょう！　持ち物：お茶・帽子・タオル・着替えなど

10:30～14:30 東山幼稚園 小学生までの親子 雨天中止　　自然いっぱいの広いお庭に是非遊びに来て下さい

11:30～12:00 運動会 すみれ幼稚園 未就園児親子 未就園児競技に参加　　雨天時は順延　詳細は園に

11:00～

13:00～

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園 運動会（Baby ’sオリンピック）　　給食はありません

10:00～11:30 園庭開放 万因寺保育園 園庭を自由に開放しています　　いっぱい遊びに来てね☆

10:00～13:00 あそびっこクラブ みささぎの森 ０～３歳親子 登録制の親子クラブ　　外遊び　詳細はげんきスポット０－３に

10:30～11:30 もこもこクラブ 花山児童館 0歳児親子 毎月開催の0歳児クラブです　　　　一緒に楽しく過ごしましょう

10:30～11:30 アロハ・フラ 陵ケ岡児童館 大人 要申込（前々日までに） 参加費：500円　飲み物持参　子供同伴可

4 金

5 土 山科保育園 3歳未満親子

どなたでも ちょっと一息お茶してみませんか　　お茶代１００円

3 木
「Hand Madeを楽しも
う」フェルト手芸

げんきスポット０－３

園庭開放

7 月

０－３カフェ げんきスポット０－３

未就園児親子

乳幼児親子

未就園児親子

０～３歳親子 フェルトで果物を作ろう　　要事前申込み　　1,000円（材料費含む）

乳幼児親子

乳幼児親子

未就園児親子

未就園児親子



10:30～11:30
幼児英語サークル
「ＦＬＯＷＥＲ　ＰＯＴ」

大塚児童館 英語であそぼう！英語でうたおう！　　参加費300円

10:40～11:30 運動あそび 音羽児童館 輪投げや，バランスストーンもあるよ！飲み物持参

10:30～11:30 ベビーマッサージ
２ヶ月～
１歳未満親子

講師：中野ゆう子氏　要申込・参加費一般600円（乳幼児クラブ会員500円）
※予防接種後２４時間以内の参加はご遠慮ください

13:30～14:00 公園体操 どなたでも 地域のお年寄りの皆さんと一緒に体操しませんか？　雨天中止

10:30～ おはよう体操 げんきスポット０－３ ０～３歳親子 「わーお」の体操　　親子のふれあいあそび・絵本の読み語りなど

10:30～ 自由あそび 乳幼児親子 ボールプールもありますよ　　駐車場５台分あります

10:30～ ベビーマッサージ
２ヶ月～
１歳頃親子

完全予約制　　参加費：300円　　駐車場5台分有　　　持ち物：ミルク・お茶・
バスタオル・おむつ・着替え　　　体調がすぐれない時，皮ふに炎症を起こし
ている時，予防接種後はおやめ下さい

10:30～11:30 親子でリトミック 洛東幼稚園 １～２才児親子 申込，予約不要　無料　飲み物持参　　動きやすい服装で

10:30～11:30 大人のバレエ 陵ケ岡児童館
大人
(子ども同伴可)

要予約（前日までに）参加費：500円　　持ち物：厚手の靴下・水分補給

11:00～11:45 リトミック 西野児童館 乳幼児親子 要申込・参加費300円 　定員20組

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 未就園児親子 木の実で楽器作り

10:00～12:00 清水台幼稚園 どなたでも 自由に遊びに来てくださいね　持物：お茶・動きやすい服装で

10:00～12:00 勧修保育園 乳幼児親子 雨天中止　　　タオル・水筒（お茶）持参

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:00～15:00 いずみ幼稚園 お弁当を食べる場所があります　　持ち物：水筒・お弁当

10:30～12:00 すみれ幼稚園 雨天は室内開放 　日参加可能　持ち物：飲み物（お茶）・着替えなど

10:30～12:00 おもちゃのチャチャチャ 山階児童館 乳幼児親子 おもちゃをたくさん並べて待っています

10:00～11:00 子育て応援イベント 保育園　NOAH　KIDS
月齢フォトｏｒ誕生日フォトとベビーマッサージ　要予約　無料
バスタオル2枚持参　　　詳細はNOAH　KIDSまで

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
中庭あそび
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:15～12:15
めばえ組
「園庭あそび」

山科幼稚園 持ち物：水筒・タオル・帽子　　　　登録制　　無料　　詳細は園に

10:15～12:00 あそびの広場 小野児童館 1歳半以上の親子 自由参加　読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～11:30 ヨガ教室 陵ケ岡児童館
大人
(子ども同伴可)

要予約（前日までに）参加費：500円　　持ち物：水分補給

11:00～11:30 けろちゃん 西野児童館
歩きはじめ～
乳幼児親子

自由参加　手遊びや，ふれあい遊び，絵本の読み聞かせ

11:00～12:00 ちびくまちゃん 山階児童館 ０～１歳親子 身体計測ができます

10:45～ 子うま文庫 季節にちなんだお話やパネルシアターなど

11:30～
ほっこり広場「子育て
トーク」

子育てについて，お母さん同士や職員と一緒にお話ししましょう

11:30～12:00 子育てひろば 百々児童館
「ハロウィン工作でリース作り」　　要申し込み（先着１０名）　無料
詳細は児童館まで

10:00～11:00 0歳児教室 鏡山保育所 １歳の親子 全３回の登録制　要申し込み（前日までに）

10:00～10:30 入所児とあそぼう 鏡山保育所 未就学児親子 リズム遊びをしましょう

10:00～12:00 おひさまひろば 其枝幼稚園 未就園児親子
「やきいも」　　　1組200円　持ち物：お茶　申込み不要
12：00～14：00　フリースペースでお弁当が食べれます

10:15～11:30
「Hand Madeを楽しも
う」ミシン講座

げんきスポット０－３ ０～３歳親子
簡単なレッスンバックを作ります　　保育付講座
参加費：1000円（保育料）材料費別途要　詳細は0-3まで

10:15～12:00 ちっちゃいこクラブ 小野児童館 ０～１歳半親子 自由参加　　　 読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～11:15 親子YOGA教室 大塚児童館 乳幼児親子
要申し込み（定員12名）　　費用：300円　　詳細は児童館に
講師：平井　美奈子氏

10:30～11:30 ミニ運動会 御所田公園 未就園児親子 大宅児童館に要申込　雨天時：大宅児童館

10:30～12:00
はぐみん　しのみや
じどうかん

四ノ宮児童館
子育てについてのお悩みを職員や保育士に相談できます
気軽に遊びに来てください。　　参加費:無料

11:00～11:45 スクラップ教室 西野児童館
要申込（定員10組）　材料費200円 　写真（5枚ほど）持参
スクラップブッキングを作ります

12:00～13:00 ちびっこランチ 花山児童館 児童館にお弁当を持ってきて一緒に食べましょう！

11 金

10 木

8 火

9 水

7 月

園庭開放

勧修児童館

未就園児親子

乳幼児親子

花山児童館

乳幼児親子

乳幼児親子

未就園児親子

四ノ宮児童館



9:30～10:00 運動会 音羽川小学校 未就園児親子 運動会の未就園児競争参加 　　無料　詳細は西念寺保育園に

10:00～11:00 ぴこちゃん文庫 絵本貸出し事業　　　たくさんの絵本がありますよ

10:00～11:00 楽しくあそびましょう！　持ち物：お茶・帽子・タオル・着替えなど

10:00～11:30 なかとみこども園 雨天中止　　　持ち物：タオル・水筒・着替え・帽子など

10:00～12:00 パパデー おおやけこども園 ママの参加も歓迎します

10:15～11:45 地域の居場所作り 小野児童館 どなたでも
世代を超えて遊んだり，お喋りしましょう　　詳細は児童館に
共催：小野学区社会福祉協議会

10:30～ パパデー げんきスポット０－３ ０～３歳親子 ママの参加もOKです

10:30～12:00 お父さんと一緒
安朱つどいの広場
おじぞうさん

未就園児親子 お母さんが一緒でもＯＫ

9:30～14:00 運動参観日 一燈園小学校
卒園児
未就園児親子

詳細はいずみ幼稚園に　　未就園児さんも参加できる競技もあります
持ち物：お弁当可・水筒・シート等

13 日 13:00～
親子サークル
ひよこ組

東山幼稚園 未就園児親子
登録制　要事前連絡　　年会費（保険代・名札代）：500円
「運動会に参加」　持ち物等，詳細は園に

10:00～11:30
山科子育て
応援団企画

山科総合福祉
会館2階

～子どもの今を写真に残そう～　（全11回）
参加費無料　　　詳細は山科区社会福祉協議会まで

10:00～11:30 離乳食講座 西野山保育園 要予約　参加費:200円　試食あり　食事用エプロン持参

10:30～ おはよう体操 げんきスポット０－３ ０～３歳親子 「わーお」の体操　　親子のふれあいあそび・絵本の読み語りなど

10:30～11:30 もりもりクラブ 西野児童館
H31年度内に2歳以
上になる幼児親子

「運動会」　登録制　詳細は児童館に

10:30～11:30 親子ヨガ 四ノ宮児童館 乳幼児親子
要申込 　参加費：600円（乳幼児クラブ会員500円）
講師：富永麻由美氏

13:30～ 花山シネマ 花山児童館
幼児親子
小学生以上

「天才犬ピーボ博士のタイムトラベル」　上映時間　約93分

9:30～10:00 入所児とあそぼう 鏡山保育所 園庭遊びを楽しみましょう

9:30～12:00 ティーカップサロン 安朱自治会館
「児童館がやってくる」　自由遊び　　開館時間内，出入り自由
お問い合わせ：５９４－４５６９（井津主任児童委員）

10:00～11:00 ベビーマッサージ 万因寺保育園
ハイハイ期まで
の未就園児親子

要申込（１１日締切)　　　オイル代500円　　詳細は園に

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 フィンガーペンティングあそび

10:00～11:30
あそぼう会～どろだん
ごあそび～

柴山西児童公園
雨天中止　詳細は西野山保育園のホームページで
持ち物：帽子･汚れてもいい服装・水分

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 身体測定・手形押し　　　　持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:00～15:00 いずみ幼稚園 お弁当を食べる場所があります　　　持ち物：水筒・お弁当

10:00～12:00 清水台幼稚園 どなたでも 自由に遊びに来てくださいね　　　持物：お茶・動きやすい服装で

10:00～12:00 勧修保育園 雨天中止　　　　タオル・水筒（お茶）持参

10:30～ エコサロン 花山児童館 身近なエコについて考えましょう

10:30～ 自由あそび ボールプールもありますよ　　駐車場５台分あります

10:30～11:30 子づれヨガ教室
産後２ヶ月以上の
親子

完全予約制　　　　参加費：300円　　駐車場5台分あります
運動に適した服装で（更衣室はありません）

10:00～13:00 ほんわかひろば 小金塚ほんわかハウス ０～３歳の親子
開館時間内に自由に遊びに来てください　ダンボールハウスや砂遊び
ランチタイム11：45から開催　　　詳細はげんきスポット０－３に

10:30～11:30 げんきスポット０－３
生後１ヶ月～ハイハ
イ頃親子・プレママ

要事前申込み　　先着６名　　参加費500円
持ち物：バスタオル・タオル・オムツの替え・飲物（ミルク）・防水シート

10:30～12:00
安朱つどいの広場
おじぞうさん

ハイハイ期まで
の親子

要事前申込み　　　　参加費：500円
持ち物：バスタオル・タオル・おねしょシート　動きやすい服装で

10:30～11:30 親子３Ｂ体操 山階南児童館 1歳～4歳児親子 前日までに児童館に要申込　　　参加費400円　　　持ち物：タオル・お茶

10:30～11:30 ハイハイよちよち大会 アヴェ・マリア幼稚園
はいはい，よちよ
ち歩きの親子

広いお遊戯室でハイハイよちよちよーいドン！　要申込み（当日までに）

10:30～12:00 おもちゃのチャチャチャ 山階児童館 乳幼児親子 おもちゃをたくさん並べて待っています

9:45～11:30
親子クラブすくすく
ぶどうクラス

南殿幼稚園
満3歳児
未就園親子

要登録　　　 詳細は園に
持ち物：コップ，タオル，水筒（お茶）上靴

10:00～11:00
出張
子育て応援イベント

Cafe　Green 未就園児親子 手形アート「ぞうさん」　　　要予約　無料　詳細はNOAH　KIDSまで

12 土

15 火

16 水

17 木

満3歳までの親
子

山科保育園

未就園児親子

未就園児親子

就学前親子

未就園児親子

乳幼児親子

園庭開放

園庭開放

ベビーマッサージ

勧修児童館



10:00～11:00 10月のお誕生日会 万因寺保育園
10月生まれのお誕生日会があります　身体測定もしますよ
お誕生日月のお友達は，写真付きオリジナルカードがもらえるよ！！

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
おもちゃあそび
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:15～12:15
めばえ組
「お散歩に行こう」

山科幼稚園 持ち物：水筒・タオル・帽子　　　登録制　　無料　　詳細は園に

10:30～12:00 ｍａｍａ’ｓ　ｃａｆｅ きっずるーむ おおやけ 要申込み（アレルギーの有無も連絡）　定員１０組　1組１００円

10:15～12:00 あそびの広場 小野児童館 1歳半以上の親子 自由参加　読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～ おしゃべりひろば げんきスポット０－３ ０～３歳親子 子育て情報などをママ同士ざっくばらんにおしゃべりする会です

10:30～11:45 トコトコひろば 百々児童館 自由あそび　体操や手遊び　　申込不要

10:45～ らぽーるたいむ 花山児童館 手遊びや歌を楽しみましょう

11:00～12:00 ちびくまちゃん 山階児童館 ０～１歳親子 ハロウィンの写真撮影

11:30～12:30 サンサンランチタイム 山階南児童館 乳幼児親子 みんなで集まってランチを食べましょう　　持ち物：お弁当　申込み不要

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 ハロウィングッズ作り

10:00～11:30 アトリエでお絵描き！
岩屋こども園
アカンパニ

カレンダーを作ろう　　　要予約（16日締切り）・定員３組
汚れてもよい服装で　持ち物:着替え等

10:30～ 歌と手遊び げんきスポット０－３ ０～３歳親子 季節の歌を一緒に歌いましょう

10:30～11:15
「ハロウィン」って
なあに？

寺西幼稚園
0歳～
未就園児親子

要予約（20組）　　無料　　近くに有料パーキングがあります
持ち物：水筒・紙パンツ・タオル他

10:30～11:30 マタニティサロン 四ノ宮児童館
安定期に入って
いる妊婦さん

講師：井川恵氏　　　　持ち物：母子健康手帳
要申込・参加費500円　ハンド・フットのプチエステ付き

11:00～11:30 おたまちゃん 西野児童館
歩き始めるまでの
乳幼児親子

自由参加　・　手遊びやふれあい遊び・絵本の読み聞かせをします
「かぼちゃまんになろう」

11:30～12:30 サンサンランチタイム 山階南児童館 みんなで集まってランチを食べましょう　　持ち物：お弁当　申込み不要

12:00～13:00 ちびっこランチ 花山児童館 児童館にお弁当を持ってきて一緒に食べましょう！

10:00～11:30 なかとみこども園 雨天中止　　　持ち物：タオル・水筒・着替え・帽子など

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 持ち物：お茶・帽子・着替えなど　　　身体測定・手形押し

10:30～15:30 カプラの日 げんきスポット０－３ ０～3歳親子 想像力を働かせて、色んな形に組み立ててみよう！

10:00～14:00 秋まつり 清水台幼稚園 ゲームやバザー，食べ物ブース　　要事前申込み

13:30～15:30 シネマランド 西野児童館 何を上映するかはお楽しみに♪

9:45～11:30
親子クラブすくすく
さくらんぼクラス

南殿幼稚園
満2歳児
未就園親子

要登録　　登録制親子クラブ   詳細は園まで

10:00～11:30 園庭開放 万因寺保育園 園庭を自由に開放しています　　　いっぱい遊びに来てね☆

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
園庭あそび
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:00～12:30
安心感の輪
子育て講座

げんきスポット０－３
1歳～小学生まで
の親子

親子の絆づくりと子どもの発達を促す4回連続講座
受講料3,000円（保育付）　　　　要申込み　定員10組

10:30～11:30 アロハ・フラ 陵ケ岡児童館 大人 要申込（前々日までに） 参加費：500円　飲み物持参　子供同伴可

10:40～11:20 おとわの森　プチ 音羽児童館 1歳までの親子 ふれあいあそびや子育てのおしゃべりなど　　申し込み制　　無料

11:00～11:45 産後ケア 西野児童館
産後6週～
1歳乳児親子

講師による身体に適したストレッチや体操
要申込　定員8組 　参加費300円　託児あります

10:30～11:30 ベビーマッサージ
２ヶ月～
１歳未満親子

講師：中野ゆう子氏　要申込・参加費一般600円（乳幼児クラブ会員500円）
※予防接種後２４時間以内の参加はご遠慮ください

13:30～14:00 公園体操 どなたでも 地域のお年寄りの皆さんと一緒に体操しませんか？　雨天中止

10:00～10:30 入所児とあそぼう 鏡山保育所 就学前親子 リズム遊びを楽しみましょう

10:00～ ほっとひろば 大宅児童館 自然の中であそぼう

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:30～12:00 すみれ幼稚園 雨天は室内開放　当日参加可能　　持ち物：飲み物・着替えなど

10:00～15:00 いずみ幼稚園 お弁当を食べる場所があります　　　持ち物：水筒・お弁当

23 水

21 月

17 木

18 金

19 土

乳幼児親子

未就園児親子

乳幼児親子

未就園児親子

どなたでも

未就園児親子

未就園児親子

園庭開放

四ノ宮児童館

未就園児親子
園庭開放



10:00～12:00 清水台幼稚園 どなたでも 自由に遊びに来てくださいね　　持物：お茶・動きやすい服装で

10:00～12:00 勧修保育園 雨天中止　　　タオル・水筒（お茶）持参

10:30～12:00 おもちゃのチャチャチャ 山階児童館 おもちゃをたくさん並べて待っています

10:30～11:30
フラワー
アレンジメント

四ノ宮児童館
講師：山本　里佳氏(sakka Flowers)
要申込・参加費600円（乳幼児クラブ会員500円）＋材料費1,000円
キャンセルは前日午前中まで

10:30～14: 30 子育て相談 げんきスポット０－３ ０～３歳の親子 事前予約制（お一人30分、無料）希望時間を指定してお申込みください

10:45～11:45 はぐみん小野 小野児童館 どなたでも 保育士・心理士に相談できます　　　事前申込み不要

14:00～
オリジナル
フォトフレームづくり

アヴェ・マリア幼稚園
1歳～
未就園児親子

無料　　要予約（18日締切）　上靴持参　詳細は幼稚園に

9:45～11:30
親子クラブすくすく
ぶどうクラス

南殿幼稚園
満3歳児
未就園親子

要登録　　　 詳細は園に
持ち物：コップ，タオル，水筒（お茶）上靴

10:00～11:00 子育て応援イベント 保育園　NOAH　KIDS
要予約　無料　　月齢フォトｏｒ誕生日フォトと手形アート「ぞうさん」
詳細はNOAH　KIDSまで

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
中庭あそび
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:15～12:00 あそびの広場 小野児童館 1歳半以上の親子 自由参加　読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～ にじっこさんと遊ぼう げんきスポット０－３ ０～３歳親子 鏡山保育所の先生と一緒に歌や手遊び，親子ふれあい遊びをしましょう

10:30～11:30
作ってあそぼう
「ハロウィン」

洛東幼稚園 ０～２才児親子 無料　　予約不要　汚れてもいい服で来てくださいね

10:30～11:30 ヨガ教室 陵ケ岡児童館 大人 前日までに要予約　参加費：500円　子ども同伴可　飲料持参

10:30～11:45 トコトコひろば 百々児童館 自由あそび　体操や手遊び　　申込不要

10:45～ らぽーるたいむ 花山児童館 手遊びや歌を楽しみましょう

10:45～11:15 子うま文庫 山階南児童館 大型絵本の読み聞かせやパネルシアター等

11:00～12:00 新幹線を見に行こう JR山科駅 未就園児親子 要事前申込み　交通費・飲み物持参　　現地解散　詳細は安朱保育園に

11:00～12:00 ちびくまちゃん 山階児童館 ０～１歳親子 自由あそび

11:00～14:00
しのみやカフェ「ほっこ
り子育てひろば」

四ノ宮児童館 乳幼児親子
しのみやカフェ「ほっこり子育てひろば」　お茶・お菓子付
ほっと一息して子育てトークしましょう。　参加費50円

10:00～13:00 みちくさひろば ヴィラ山科居宅介護事業所清水
焼団地センターみちくさの家 0歳～3歳

手形・足型のスタンプ遊び　　スクラップブッキング（10:30～12:00）
（写真2～3枚持参）　材料費２００円位　　詳細はげんきスポット０－３に

10:15～12:00 ちっちゃいこクラブ 小野児童館 ０～１歳半親子 自由参加　　　 読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:30～11:15 身体を動かして遊ぼう 寺西幼稚園 0歳～未就園児親子 無料　持ち物：水筒，タオル，紙オムツなど　近くに有料パーキング有

10:30～11:30 ベビーマッサージ げんきスポット０－３
生後１ヶ月～ハイハ
イ頃親子・プレママ

要事前申込み　　先着６名　参加費500円
持ち物：バスタオル・タオル・オムツの替え・飲物（ミルク）・防水シート

10:30～11:30 親子ふれあいあそび
 Petite　Ange
Ooyake

未就園児親子 要申し込み（定員15組）　　　　講師：竹本　久美子氏

10:30～12:00 0歳児教室 大塚児童館 乳幼児親子 全4回の登録制です　　「もぐもぐごっくんおいしいね」

10:30～12:00 soul＆gospel教室 四ノ宮児童館
初めての方，歌うことが好きな方大歓迎！みんなで楽しく歌いませんか
参加費500円

10:15～11:05

11:15～12:05

10:40～11:00 ３Ｂ体操 音羽児童館 音楽に合わせて体を動かそう！飲み物持参　動きやすい服装で.　無料

12:00～13:00 ちびっこランチ 花山児童館 児童館にお弁当を持ってきて一緒に食べましょう！

10:00～11:00 ぴこちゃん文庫 絵本貸出し事業　　　たくさんの絵本がありますよ

10:00～11:00 楽しくあそびましょう！　持ち物：お茶・帽子・タオル・着替えなど

10:00～11:30 なかとみこども園 雨天中止　　　持ち物：タオル・水筒・着替え・帽子など

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 「造形遊び」　　　持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:00～12:00 やき芋パーティー 清水台幼稚園 事前申込み不要　お芋がなくなり次第終了です

10:00～15:30 やんちゃフェスタ 梅小路公園 ステージ・コーナー遊びなど　　詳細は勧修児童館に

10:30～15:30 ボールプール げんきスポット０－３ ０～３歳親子 カラフルな色のボールで遊びます　やわらかい感触を楽しみましょう

11:00～12:00 園庭であそぼ おおやけこども園 未就園児親子

23 水

ヨガ教室 山階児童館

園庭開放

26 土

24 木

25 金

持ち物：はだし又は５本指ソックス，水分，ヨガマット又はバスタオル
要申込み（10月1日より受付）　　　参加費500円
各時間　定員15名　　託児定員8名（3ヶ月程度のお子さんから可能）

未就園児親子

乳幼児親子

どなたでも

乳幼児親子

満3歳までの親
子

山科保育園

未就園児親子

どなたでも

園庭開放

乳幼児親子



9:45～11:30
親子クラブすくすく
さくらんぼクラス

南殿幼稚園
満2歳児
未就園親子

要登録　　登録制親子クラブ   詳細は園まで

10:00～12:30
安心感の輪
子育て講座

げんきスポット０－３
1歳～小学生まで
の親子

要申込み　定員10組　　4回連続講座 受講料3,000円（保育付）

10:00～11:30 園庭開放 万因寺保育園 園庭を自由に開放しています　　いっぱい遊びに来てね☆

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
バイオリン演奏会
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:00～10:40 英語であそぼう！ ももの木学園 先着7組　　ネイティブの先生と英語で遊びましょう！！

10:30～11:30 親子フェステバル すみれ幼稚園 「絵本読み語り」　要事前申込み　　詳細は園に

10:30～12:00
おおやけ茶寮＆
ハロウィンパーティ

きっずるーむ おおやけ 要申し込み（定員10組）・1組100円

10:30～11:30 ３Ｂ体操 小野児童館
生後４ヶ月～
未就学児親子

講師：川崎　恭子先生　要申込　参加費：１００円
持ち物：汗ふきタオル・水分補給用飲物・動きやすい服装

10:40～11:30 運動あそび 音羽児童館 乳幼児親子 輪投げや，バランスストーンもあるよ！飲み物持参

10:45～11:30 親子リトミック教室 山階児童館
1歳半～
3歳児親子

要申込み　定員10組　参加費500円　　詳細は児童館まで

13:30～14:00 公園体操 四ノ宮児童館 どなたでも 地域のお年寄りの皆さんと一緒に体操しませんか？　雨天中止

10:30～
親子サークル
ひよこ組

東山幼稚園 未就園児親子
登録制　要事前連絡　　年会費（保険代・名札代）：500円
「トロッコ工房」人形劇がやってくる　持ち物等，詳細は園に

10:30～ おはよう体操 げんきスポット０－３ ０～３歳親子 「わーお」の体操　　親子のふれあいあそび・絵本の読み語りなど

10:30～ 自由あそび ボールプールもありますよ　　　　駐車場５台分あります

10:30～ ひよこちゃんタイム ハロウィンの写真を撮ろう　　駐車場5台分あります

10:30～11:30 もりもりクラブ 西野児童館
H31年度内に2歳以
上になる幼児親子

登録制　「ハロウィン工作，お誕生会」　詳細は児童館に

10:30～11:30 大人のバレエ 陵ケ岡児童館
大人
(子ども同伴可)

要予約（前日までに）参加費：500円　　持ち物：厚手の靴下・水分補給

10:30～12:00 ぴよちゃんクラブ 清水台幼稚園 未就園児親子 要入会（1,000円）　参加費（500円） 　お茶とおやつが出るよ！

10:00～12:00 ほっとcafe 大宅児童館 要事前申込　　定員10名　1組100円

10:00～11:30 陵ヶ岡こども園 持ち物：お茶・帽子・着替えなど

10:00～15:00 いずみ幼稚園 お弁当を食べる場所があります　　持ち物：水筒・お弁当

10:30～12:00 すみれ幼稚園 雨天は室内開放 　当日参加可能　持ち物：飲み物・着替えなど

10:00～12:00 清水台幼稚園 どなたでも 自由に遊びに来てくださいね　　持物：お茶・動きやすい服装で

10:00～12:00 勧修保育園 雨天中止　　　タオル・水筒（お茶）持参

10:30～12:00 おもちゃのチャチャチャ 山階児童館 おもちゃをたくさん並べて待っています

10:30～11:30 メイクセラピー 四ノ宮児童館 どなたでも
講師：三品　佳代氏　　　いつものメイクでお越しください
要申込・参加費600円（乳幼児クラブ会員500円）

10:30～11:00 人形劇 おおやけこども園 未就園児親子
「京都女子大学人形劇サークル」による人形劇
要申し込み　無料

10:30～ エプロンシアター げんきスポット０－３ ０～３歳親子 エプロンのポケットから何が飛び出すかな

10:40～11:00 あそびの広場 音羽児童館 乳幼児親子 絵本，ふれあいあそびを楽しもう！　　申込・登録不要・無料

11:00～12:00 動物園へ行こう 動物園 未就園児親子
要事前申込み　　動物園（東エントランス11時集合）12時過ぎ現地解散
費用等詳細は安朱保育園に

9:45～11:30
親子クラブすくすく
ぶどうクラス

南殿幼稚園
満3歳児
未就園親子

要登録　　　 詳細は園に
持ち物：コップ，タオル，水筒（お茶）上靴

10:00～11:30
ワッハランド
(英語であそぼう）

永興小金塚こども園
ハロウィンパーティー
乳児食・離乳食を希望者は，100円・スプーン・コップ持参

10:00～13:00
高校へお弁当を持っ
て出かけよう

おおやけこども園
園バスで東稜高校に移動します
要申込み　定員15組　　お弁当・水筒持参

10:15～12:15
めばえ組
「かぼちゃパーティー」

山科幼稚園 持ち物：水筒・タオル　　　登録制　　無料　　詳細は園に

10:15～12:00 あそびの広場 小野児童館 1歳半以上の親子 自由参加　読み聞かせ・体操・手遊びなど

10:45～ らぽーるたいむ 花山児童館 乳幼児親子 手遊びや歌を楽しみましょう

11:00～12:00 ちびくまちゃん 山階児童館 ０～１歳親子 自由あそび

30 水

31 木

28 月

29 火

未就園児親子

未就園児親子

乳幼児親子勧修児童館

未就園児親子

園庭開放

乳幼児親子






