
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

社会福祉法人 洛和福祉会 

京都市新道児童館 

TEL&FAX  531-5319 

E-mail shinmiti@kyo-yancha.ne.jp

２０２2 年 1 月発行 

 

最新の行事や取組内容をチェックすることができます♪ 

京都市の児童館 洛和会ヘルスケアシステム または 検索 で 

＊乳幼児親子さんのおたより＊ 

あさのひろば  毎週月曜日～土曜日 午前 11 時 45 分～ 
※1/4(火)～1/15(土)まで毎日実施します 

にじのひろば  毎週月曜日～金曜日 午後２時 45 分～ 

※1/4(火)～1/14(金)までお休みです 

はとぽっぽ体操と手遊びをしています。 

今月の手遊び『りんごのほっぺ』 

 

京都市指定ゴミ袋交換を受付けています 

自動体外式除細動器を設置しています 

バギーは児童館の靴箱側に並べてください 

明けましておめでとうございます。 

皆さんにとって笑顔がたくさんの 

1年になりますように・・・★ 

月 火 水 木 金 土 日

1　元日 2

午前

午後

3 4 5 6 7 8 9

午前 あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば

午後

10 成人の日 11 12 13 14 15 16

午前 あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば

午後
2時～3時
令和４年度登録申請
事前説明会

17 18 19 20 21 22 23

午前 あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば あさのひろば

午後 にじのひろば にじのひろば にじのひろば にじのひろば にじのひろば

24 25 26 27 28 29 30

午前 あさのひろば ふたば あさのひろば みつば よつば あさのひろば

午後 にじのひろば にじのひろば にじのひろば にじのひろば にじのひろば

31

午前 あさのひろば

午後 にじのひろば

祝日のためお休み

お休み

お休み

お休み

お休み

年末年始のお休み

12/29(水)～1/3(月) 

 

 

※児童館で遊べる時間は午前１０時～午後 5 時です  

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により活動内容を 

変更または中止する場合があります。 

 

年末年始の 

お休み 

 

 

令和４年度学童クラブ登録について 

学童クラブは放課後，児童を保護するものがいないご家庭の小学生を 

安全に保護し育成することを目的としています。是非ご登録ください。 

申請書配布 １月４日（火）～ 

※令和４年度登録申請事前説明会(新規) １月１5 日（土）午後 2 時～3 時 

※継続児童対象の説明会は午前 11 時～12 時です 

 

感染症対策にご協力をお願いします 

マスク     検温      利用者票の記入   消毒 
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ファミリーサポートとは，育児の援助を受けたい人と育児の

援助をしたい人が会員となりお互いを助け合う制度です 

お急ぎの方はビデオ・ＤＶＤ入会もあります（詳しくは職員にお問い合わせください） 

申込み・お問合わせ…ファミリーサポートセンター東山支部（新道児童館内） 

ＴＥＬ ０７５－５３１－５３３０  

 E-mail shinmitifa@kyo-yancha.ne.jp 

依頼会員…京都市に在住または勤務していて， 

満 12 歳までの子どもがいる方，または妊婦 

提供会員…京都市在住の満 18 歳以上で， 

心身ともに健康で援助活動に理解と熱意のある方 

活動には事前の会員登録（無料）が必要です 

ファミリーサポート事業（東山支部） 

 

乳幼児クラブ（登録制・年会費無料） 

次回の東山支部の登録会は， 

令和 4年 2月 2日(水)午前 11時～12時 です。 

 

子育て用品・子ども用品ゆずります！もらいます！ 

おうちにある譲りたいもの必要なものがございましたら 

館に掲示板を設置していますご活用ください！ 

絵本・雑誌・マンガ等の貸出をしています 

一人一冊・一週間借りることができます 
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【新しい住所】 

京都市東山区小松町 572 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により，現地開催からオンライン開催へと変更さ

せていただく場合がございます。（1/11(火)以降にお知らせ致します。） 

オンラインでの参加が可能な方は zoom を使用しますので，カメラ付きの 

スマートフォン・タブレット・パソコン等，当日ご使用予定のデバイスでご準備を 

お願い致します。 

活動 毎週木曜日 午前１１時～ 

対象 １才半～就園前の乳幼児とその保護者 

内容 体操・手遊び・身体活動・表現活動など 

27 日 【節分あそび】 

※6 日・13 日・20 日はお休みです 

みつばクラブ 

活動 毎週火曜日 午前１１時～（約３０分間） 

対象 ０才～１才半の乳幼児とその保護者 

内容 体操・手遊び・ふれあい遊び・身体測定など 

25 日 【成長記録】 

※4 日・11 日・18 日はお休みです 

ふたばクラブ 

活動 毎週金曜日 午前１１時～ 

対象 年齢制限なし(どなたでもご参加ください) 

内容 体操・手遊び・身体活動・保護者対象の活動など 

今月のうた：ゆき 

28 日 【新聞びりびり】 

※7 日・14 日・21 日はお休みです 

 

よつばクラブ 

【日時】 2022．1.22(土) 
     11:00～11:45 （開場 10：45～） 

【場所】：東山総合庁舎 3階 大会議室 

【対象】 乳幼児親子 15 組 先着申込制  

【参加費】 無料 手作り楽器キット付き 

 

 

 

地域子育て支援ステーション事業 

聴く・触れる・感じる♪ 

音楽療法士さんと一緒に素敵な音色を奏でましょう！ 

 

※靴袋をご持参ください。駐車場はございません。ご了承ください。 

 

12月の様子 


