
午後からの行事は小学生対象です。
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★利用時間…午前10:00～午後５:00
　　　　　　　　　（12:00～１:00は、おうちでごはんをたべましょう）
（午後5:00～６:30は中高生が利用できます。詳しくは職員にお尋ねください。

★おかね・ゲーム・おやつ・ジュースは持ってきません。

★遊戯室で行事をしている時は、みんな参加しましょう。
　自由あそびはできません。

みんなが企画したあそびを一緒に楽しもう！！
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令和5年　５月号
★時間…3:20～4:00ごろ

京都市伏見区久我東町２０９ ★場所…ゆうぎしつ

　
どんぐりルーム

金（きん） 土（ど）
０９０－８２０３－３１５７

開館時間　　１０：００～１８：３０　

TEL・FAX ９３３－３１５７ 月(げつ） 火（か） 水（すい） 木（もく）

　京都市久我の杜児童館 ５ 行事予定

ー共にまなび共にあそび共にいきる仲間づくりー

あいさつする子 ちょうせんする子 おもいやりのある子

木々の緑が目に眩しい季節になりました。頬を撫でる風も心地良いですね。

久我の杜児童館では，乳幼児親子さんにむけて、午前中月齢に分けていろいろな取組みをして

います。今年度も気持ち新たに始まります。ぜひご参加ください。

「ほっとひろば」 児童館のおもちゃで自由に遊べます。年齢は問いません 無料

「こがめクラブ（0歳児）」 登録制乳児クラブ 費用必要 毎週水曜日10:45～11:30

2022年4月2日～2023年4月1日生まれの乳児さんと保護者

「ぺんぎんクラブ（1歳児）」 登録制幼児クラブ 費用必要 毎週木曜日10:45～11:30

2021年4月2日～2022年4月1日生まれの乳幼児さんと保護者

「いるかクラブ（2歳児）」 登録制幼児クラブ 費用必要 毎週火曜日10:45～11:30

2020年4月2日～2021年4月1日生まれの乳幼児さんと保護者

「親子でストレッチ」 専門の講師をお招きしての活動です。事前申し込みが必要

「リトミック」 先着順 参加費が必要 年齢は問いません 月１回どちらか開催

「大型トランポリン」 無料 年齢問わず

感染症対策をとりながらさまざまな取組みをします。ぜひ遊びにお越しください。

毎週土曜日

３：００～15日(月)

「カーネーション」
受付は３：５０まで！

１７日(水)
５月生まれのお友だちの

おたんじょう会をします★

２７日(土）

「おたのしみ」

25日(木)

地震がおこった時のひな

んくんれんをします。

１１日(木）

３：３０～４：００

「おたのしみに♪」

大学生のお兄さん、お姉

さんといっしょに学習し

よう！宿題や勉強道具を

持って来てね♪

10日(水)・18日(木)

19日 (金)・23日(火)

２年生以上が対象です

じどうかんのやくそく

12日（金）・26日（金）

３:３０～

動きやすい服装で来てね！

持ち物：すいとう・タオル



　★毎週水曜日　１０：４５～１１：３０（受付１０：３０～） ★毎週木曜日　１０：４５～１１：３０（受付１０：３０～） ★毎週火曜日　10：４５～11：30（受付１０：３０～）

　★対象・・・令和4年４月２日～令和5年４月１日生まれの ★対象・・・令和3年４月２日～令和4年4月1日生まれの ★対象：令和３年4月1日生まれ～就学前の子どもさんと保護者

　　　　　　　

　

　

　

　　

　　

　　　

　 　　　

　 　　

　 　　　

消防署見学
（変更の場合あり）

なし

ダンボールあそび なし

24日
（水）

マットあそび なし
25日
（木）

17日
（水）

感触あそび（洗濯のり） なし
18日
（木）

内容 持ち物

なし

子どもさんとその保護者

内容 持ち物 内容

子どもさんとその保護者

持ち物

ウォークラリー なし
10日
（水）

いちご狩りごっこ なし
11日
（木）

なし

なし

9日
（火）

16日
（火）

23日
（火）

児童館ウォークラリー

ダンボールあそび

季節工作（カレンダー）

咳や発熱等の風邪症状がある場合は、

利用をお控えください。

部屋丸ごと除菌・消臭・害虫駆除に

クッカノンスーパー（オゾン発生器）

導入しています
児童館のおもちゃを使って自由に遊

べます。子どもさんを遊ばせながら、

ほっとした時間を過ごしませんか？

利用時間：10:30～12:00ごろ

乳幼児クラブ、ひろば等終了後、閉館後に毎日、部

屋まるごと除菌・消毒をしています。

開館するときには、オゾンは空気に戻っていますので、

人体には影響ありません。月に1度各部屋の害虫駆

除も行っています。安心して遊びに来てください。

あたま かた ひざ ポン ひざ ポン ひざ ポン

あたま かた ひざ ポン

め みみ はな くち

「あたま かた ひざ ポン」

♪今月のてあそび♪
♪今月のてあそび♪

「ぞうきん」
ちくちく ちくちく はりさして

ぞうきんを ぬいましょう ×２

あらって あらって

しぼって しぼって しゅしゅしゅしゅ

リトミック
12日（金） １０：３０～１１：３０

講師：小谷 里美

（マキ音楽院・リトミック研究センター）

対象：歩けるようになった位～就学前の乳幼児親子

参加費：300円 定員：１５名（先着順です）

直径４メートルのジャンボサイズトランポリン

です！みんなで楽しくジャンプしよう！(この

時間は、他のおもちゃでは遊べません)

30日(火) １０：30～

館内全館の消毒作業と、抗菌・防臭・抗ウ

イルスの抗菌コーティングを行っています。

光に反応してウイルスなどを分解するコー

ティングです。毎日の消毒作業はもちろん

行いますが、よりおもちゃなど安心して

使っていただけるようになっていますので、

ぜひ遊びに来てください。

♪今月のてあそび♪

「キャベツのなかから」

キャベツのなかから あおむしでたよ ピッピッ

おとうさん あおむし

キャベツのなかから あおむしでたよ

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ

ちょうちょになりました

詳細は

後日お知らせします




