NO.26 2022.6
Kawaokahigashi jidokan

For babies & little children
✿カレンダー✿
Mon.
5/30

Tues.
5/31

こっこ広場
A10:10～11:00
B11:10～12:00

6 牛ケ瀬保育園
園庭遊び 9：30 要申込

こっこ広場
A10：10～11：00
B11：10～12：00

13
こっこ広場
A10：10～11：00
B11：10～12：00

20
こっこ広場
A10：10～11：00
B11：10～12：00

27
こっこ広場
A10：10～11：00
B11：10～12：00

つくし
7

川岡東児童館＆牛ケ瀬保育園の 6 月の予定です♪

Wed.
6/1
ころりん
8

つくし
14

つくし
ベビマ
21 牛 ケ 瀬 保 育 園 22
室内遊び（七夕工作）
つくし

28
つくし

2

おやこヨガ

Fri.
3

♪おやこリズム♪
10：30～ 0 歳～1 歳半
11：15～ 1 歳半～

9

16
プレママ
23
みるく

Sat.
4

たんぽぽ
10

みるく

ころりん
15

9：30 要申込

Thurs.

11

たんぽぽ でこぽん
17
18
おすもう
たんぽぽ
あそび

24

25

たんぽぽ

えいごのじかん

30
29
きらきら

6 月の取組の申込
フォーム
（5/22～受付開始）

Monthly program

6 月 15 日（水）
10：30～11：30
対象：0 歳～1 歳前後
申込 要（定員 7 組程度）
参加費 300 円
持ち物 バスタオル、お茶
講師 岡 瞳先生

6 月 22 日（水）
10：30～11：45
対象：0 歳～2 歳前後
申込 要（定員 7 組）
参加費 300 円
持ち物 バスタオル、お茶
講師 森本 裕子先生

6 月 9 日(木）ミュージックケア
6 月 23 日（木）歯科衛生士さんのお話
10：30～11：30
対象：乳幼児親子（0 歳～OK！）
申込：要（定員 10 組程）
民生児童委員さん主体で行って
いる子育て広場です☆
どなたでもお気軽にどうぞ

中高生世代と赤ちゃんとの交流事業

おやこリズム♪
日時：6 月 22 日（水）
10：30～11：15 頃
対象：乳幼児親子
定員：7 組程度
※ZOOM でも参加可能！
講師：永澤利佳先生
内容：英語の絵本や手遊びをして
みんなで英語を楽しみましょう♪
英語を聞きながら自由に遊ぶ時間
もあるよ！

でこぽんクラブ

日時：6 月 2 日（木）
10：30～11：00

0 歳～1 歳半

11：15～12：00

1 歳半～

定員：各回 10 組程度

日時：6 月 11 日（土）
10：30～11：30 ごろ
定員：7 組程度
（1 年間通しての登録者募集！）

参加費：200 円

対象：乳幼児親子、中高生

講師：おやこリズム♪の先生

内容：はじめましての会
児童館のおもちゃでたくさんあ

内容：リトミックをしてリズム

そぼう！

を体で感じましょう☆

♡ プレママ♡
日時：6 月 18 日（土）
10：00～12：00 頃
対象：4 歳くらいから小学生
場所：川岡東小学校運動場

日時：6 月 16 日（木）
10：30～11：30 ごろ
定員：7 組程度
対象：プレママ、0 歳児親子

☂小学校体育館
内容：

材料費：150 円

女子相撲部の高校生がおすもうを

内容：赤ちゃんのいる生活のあ

教えにきてくれるよ！お相撲体験

れこれを話しながら、布の簡

したい子集まれー！！

単おもちゃをつくろう！

✿

『わたしのワンピース』
絵・文 にしまきかやこ
うさぎさんの真っ白なワンピー
スが、おさんぽをするといろいろ
なもように変身！！読んだあとに
絵本と一緒に
おでかけを
したくなる
一冊です。

✿

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

：

～

：

＊プログラム・もちものなど＊
6月1日
簡単手作り楽器＆ミュージックケア
6月8日
父の日プレゼントを作ろう！
6 月 15 日 ベビーマッサージ（300 円）
6 月 22 日 おやこヨガ（300）円）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

：

～

：

＊プログラム・持ち物など＊
6 月 7 日 風船あそび
6 月 14 日 スタンプ遊び ※汚れてもいい服装
6 月 21 日 サーキットあそび
6 月 28 日 七夕工作

＊てあそび＊
ひげじいさん
あ
そりゃどこのじぞう
きゅうりができた

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

：
：

～

＊プログラム・持ち物など＊
6 月 3 日 春雨あそび ※汚れてもいい服装
6 月 10 日 風船あそび
6 月 17 日
6 月 24 日

父の日工作
たんぽぽ広場＆ミニミュージックケア

＊てあそび＊
おすわりやっせ
バスにのって

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

✿プログラムの紹介✿
0 歳のお子さんが参加できるプログラム
毎日

ほっと広場（10：00～14：00 ごろ）

月曜日

こっこひろば（自由遊びの広場 乳幼児親子）

★のついている取組は申込制です。
インターネット（おたよりの二次元バ
ーコードまたは HP にリンク掲載）から
お気軽に申し込みできます。（定員にな
った場合はキャンセル待ちでの受付と
なることもあります。
）

水曜日 ★ころりんひろば（0 歳児さん向けの取組）
★おやこヨガ（0 歳～2 歳くらいの親子）
★ベビーマッサージ（0 歳さん向けの取組）

ほっと広場

★えいごのじかん（乳幼児親子）

（10：00～14：00 ごろ）

木曜日 ★みるくくらぶ（乳幼児親子）
土曜日 ★パパとあそぼう、★でこぽんクラブ
その他のもので『対象：乳幼児親子』と記載のあるイベント
はどれでも参加できます！

絵本の貸出やちょっと休憩に、児童
館のおもちゃで遊びになど、お気軽に
お立ち寄りください。申込不要。
（右記
も参照）

こっこひろば
1 歳児のお子さんが参加できるプログラム
（1 歳児…2022 年 4 月 1 日時点で 1 歳になっている子）

毎日

前半 A 10：10～11：00
後半 B 11：10～12：00

ほっと広場（10：00～14：00 ごろ）

月曜日

こっこひろば（自由遊びの広場 乳幼児親子）

火曜日

つくしクラブ(登録制)

水曜日 ★おやこヨガ（0 歳～2 歳くらいの親子）
★えいごのじかん（乳幼児親子）

密を避けるため、２部制に分かれて実
施しています。児童館内で滑り台やい
ろいろなおもちゃを出して自由に遊
び、最後 10 分ほど手遊びや絵本の読
み聞かせをします。
（要申込）

木曜日 ★みるくくらぶ（乳幼児親子）
土曜日 ★パパとあそぼう、★でこぽんクラブ
その他のもので『対象：乳幼児親子』と記載のあるイベント
はどれでも参加できます！

登録制のクラブ 10：30～11：30

つくしクラブ
１歳児対象
毎週火曜日 登録料 500 円／半年

たんぽぽクラブ
2 歳児以上対象

2 歳児のお子さんが参加できるプログラム

毎週金曜日 登録料 500 円／半年

（2 歳児…2022 年 4 月 1 日時点で 2 歳になっている子）

毎日
月曜日

ほっと広場（10：00～14：00 ごろ）
こっこひろば（自由遊びの広場 乳幼児親子）

季節の工作やふれあいあそび、自由あ
そびなど毎週決まったプログラムで遊
びます。
（定員先着 15 組程度）

水曜日 ★おやこヨガ（0 歳～2 歳くらいの親子）
★えいごのじかん（乳幼児親子）
木曜日 ★みるくくらぶ（乳幼児親子）
金曜日

たんぽぽクラブ（登録制）

土曜日 ★パパとあそぼう、★でこぽんクラブ
その他のもので『対象：乳幼児親子』と記載のあるイベント
はどれでも参加できます！

6 月から、申込をする取組や乳幼児クラブ
に参加した後は 14：00 ころまでお弁当を
たべられるのこ！
（児童館内で
自由に過ごせます。
感染状況などの関係で
中止となることもあります。）

POP

OVER

ANYTIME！

時間：月～金

10：00～14：00 土 10：00～18：30

対象：0 歳児～未就学児
おもちゃで遊びに、絵本を読みに、ちょっと休憩 etc…

0 歳～未就学児のお子さん一人につき 2 冊まで２週間
絵本の貸し出しをしています。

乳幼児親子さん、気分転換にどなたでもふらっと遊び
にきてください。

≪利用のしかた≫

ねんねの赤ちゃんの体重計、身長計もあります。

① 絵本を図書室で選びます。
（背表紙にピンクのシー
ルが貼ってある絵本が赤ちゃん向けの本です。）
② 事務室で「絵本借ります」とお声掛けください。
（職員がお子さんのお名前、電話番号をお伺いし、

京都市家庭ゴミ有料指定袋の無料引換券を児童館に
もってきていただければ、ゴミ袋をお渡しします！

控えます。
）
③ 2 週間後までに返却してください。

～新型コロナウィルス感染拡大防止のための
利用者さんへのお願い～
①ご家族で体調の悪い方がおられるときは利用を
控えてください。
②ご自宅で保護者及びお子さんの検温をして、
37.5℃未満の方のみご利用ください。
③小さいお子さんでマスクができない子以外の、
マスクが着用できるお子さん大人の方はマスク
を着用してください。
④児童館の玄関に消毒があるので、手指の消毒を
してから入館してください。
※３密防止のため、各取り組みは 10 組程度の定員
とします。また、場合により入館制限を行うこ
とがあります。
☆児童館事業に参加してから…
複数の人が集まる場であるので、対策をしていても、感
染してしまうリスクがあります。児童館に来ていただい
てから 2 週間以内に体調が悪くなったり、PCR 検査を受
けることになったりした場合は児童館までご連絡をお
願いいたします！また、京都市新型コロナ追跡サービス
の随時登録や、厚生労働省からの追跡アプリ『COCOA』の
活用をお願いいたします。

回収
児童館では
平日・土曜 10：00～17：00 の時間帯にはいつでも
段ボール、古紙、古着、使用済み天ぷら油の回収をし
ています。おうちにたまったときには児童館までもっ
てきてください。

川岡東児童館では…
信念、善行、礼節、感謝の理念を
大切にしています。

社会福祉法人積慶園 京都市川岡東児童館
〒 615 ‐ 8033

西京区下津林東大般若町４４

TEL:075-382-1181
FAX:075-382-1182

＜苦情受付窓口＞
川岡東児童館では、苦情受付窓口を設けておりま
す。児童館に対するご意見・お要望等ございました
らお知らせください。
〇苦情解決責任者 館長
田中 由紀子
〇苦情受付窓口
館長 田中 由紀子
厚生員 原 考枝
担当者が不在の場合は他の職員にお知らせ下さ
い。

E-Mail:kawaokahigashi@kyo-yancha.ne.jp
URL:http://www.kyoyancha.ne.jp/kawaokahigashi/
児童館の HP の QR コードです！
おたよりやイベントなど HP にも
随時掲載しています！

CHECK！⇒

