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保護者のための ベビーリトミック 離乳食教室
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ベビーマッサージ 歯科相談 かしわもち

み （１ヵ月健診終了後 子ども健康相談 作り
の乳幼児と保護者） （どなたでも） （３才以上）
10：30～11：30 10：00～12：00 １：30～2：30
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５月のよてい

にしたにじどうかんだより５月号

さわやかな風の吹く季節になりました。今月は児童館まつりを予定しています。
たくさんの方の参加をお待ちしています。

開館時間 午前９：００～午後５：００ （中学生以上は、午後９：００まで利用できます）
休 館 日 月曜日・祝日・１２月２９日～１月３日

＊宝塚市災害警報発令時終日休館。ただし、隣接する市町に警報が発令され、西谷地域に
おいても危険な状況と判断された場合は、臨時休館となります。

対 象 宝塚市在住の０才～１８才までの子どもと保護者

３０
３１

親子
体操

10：30～11：15

（4才以下と
保護者）

〈予約が必要なプログラム〉
・フラワーアレンジメント教室
・保護者のためのお楽しみクッキング
・離乳食教室
・ベビーマッサージ
・かしわもち作り



　　
ベビーマッサージ

音楽やリズムに合わせて体を動かして、
楽しい時間を過ごしましょう。

ベビーリトミック

ふれあい遊び

６日（金） １０：３０～
（４才以下と保護者）

遊戯室で楽しい絵本の読み聞かせをします。

今月は「くっついた」

「ノンタン あわ ぷくぷく ぷぷぷう」です。

１１日（水） １０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

絵本の読み聞かせ

１９日（木） １０：３０～１１：００

（３カ月以上の乳幼児と保護者）
２５日（水） １０：３０～１１：３０

（１ヵ月健診終了後の乳幼児と保護者）

血行を良くしたり、親子の愛着形成の大切
さをつけるツールとしてベビーマッサージを
一緒にしましょう。

持ち物・・・バスタオル・防水シート又はゴミ袋・オイル（ある方は）

＊要予約・・・締切５/２０（金） 午後５時まで

アンパンマン体操・手遊び・絵本の読み聞か
せなどで一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

親子体操

保護者のためのお楽しみクッキング

１７日（火） １０：００～１２：００
（保護者）

参加費・・・３５０円
お子様1人につき材料費５０円
（離乳食のお子様は要りません。）

予約時に申し込んで下さい。
要予約・・・先着１０名まで

５／１（日）から予約開始（電話予約可）
締切５／１２（木）午後５時まで

持ち物・・・お米1合・エプロン・三角巾・ふきん・お茶
託児予約・・・1人１００円 先着７名まで

託児を申し込まれる方は、当日、お茶・ハンドタオル・

オムツ・ビニール袋を1つの袋に入れて持って来て下

さい。
また、開始１５分前には、遊戯室にお越し下さい。

～参加が必要なプログラムについて～

前日午後5時以降のキャンセルにつきましては、準備の

都合上、参加費をいただきます。後日、受付までお持ち

下さい。

今月のメニュ— 「おからハンバーグ」

離乳食教室

２０日（金） １０：３０～１１：３０
（離乳食期の保護者）

「そろそろウチも離乳食かな」「はじめてみたけども
うちょっと工夫できないかな」…そんなお父さん、
お母さんにおすすめの講習会。栄養士に来ていた
だき、ささみ、じゃがいも、キャベツを使い離乳食
を作ったり、卵や大豆のアレルギーの話をしてい
ただきます。

要予約・・・先着10名まで（電話予約可）
締切５／１７（火）午後5時まで

託児・・・離乳期のお子様は無料
１才以上の兄姉は１人100円

親子で遊具を使って遊びます。
元気に体を動かして遊びましょう。

講師…中島 敦資（健康センター）

講師・・・新井 法江

講師・・・木幡 恵 講師・・・田邉 美香

３１日（火） １０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者） 講師・・・秋田 智春

栄養士による

講師・・・山本 奈緒美



フラワーアレンジメント教室

８日（日） １：３０～２：３０
（小学生以上）

１４日（土） １：００～３：３０
（どなたでも） 共催：宝塚市地域利用施設 西谷会館

しみず まゆこさんによる楽しいステージショー

第１部 オープニング

第２部 遊びのコーナー
（オープニング終了後）

【金券販売】
１２：４５～１：００とオープニング終了後

（小銭を準備しておいてください。）
金券・・・４０円 お茶券・・・５０円

★ホール★
・射的
・傘袋ロケット
・スポーツ２１コーナー
・だるまおとし
・アンパンマンボール入れ

★会議室★
・ホイッスル作り
・牛乳パックこま
・小麦粉粘土
・魚釣り

★情報発信コーナー★
・キルトのおもちゃ
・静電気遊び★調理室★

・わたがし（金券１枚）
・ポップコーン（金券１枚）

★和室前★
・お茶席（お茶券１枚）

※内容につきましては、変更になる場合があります。 世代間交流のプログラムにつき、地域の皆様のお手伝いをお願いします。
お手伝いいただける方は児童館までご連絡下さい。 ☎９１－０７３５

２９日（日） １：３０～２：３０
（３才以上）

お花をアレンジします。
出来上がったアレンジメントは持ち帰りま
す。

要予約・・・先着１０名まで
締切５／６（金）午後５時まで

参加費・・・４００円

かしわもちを作って食べます。
お子様と一緒に参加したい保護者の方も
予約することができます。

要予約・・・先着２４名
５／１（日）から予約開始（電話予約可）
締切５／２６（木）午後５時まで

参加費・・・１００円
持ち物・・・エプロン、三角巾、ふきん、

手拭きタオル、お茶

かしわもち作り

からくり布シアター「おおかみと7匹のこやぎ」他



・ 学校帰りに児童館に来る時（小学生のみ）

学校から直接児童館に遊びに来る場合は、黄色の利用者確認カードが必要です。

カードに保護者の確認サインを手書きで入れて下さい。

カードは受付にありますので申し出て下さい。

カードには連絡のつく連絡先をお書き下さい。

・ お金、おやつ、ゲーム機やカードゲームなどは持ってきません。

・ 児童館では飲食禁止です。飲み物のみ、丸テーブルで飲みましょう。

・ 児童館は館内施設のみとなっています。したがって、館外（駐車場、芝生広場等）
に出て事故、怪我をされましても、個人の責任となりますのでご了承いただきます

ようお願い致します。

・ 受付に名札ボックスを置いています。

未就学児のお子さんには、名札をつけていただきますのでよろしくお願い致します。

・ イベントの記録や資料・広報・ホームページ等、撮影した写真を利用することがあ

ります。不都合のある方はお申し出下さい。

「何でも話せる
にしたに☆ひろば」事業

☆親子のおはなしひろば
６日（金） １０：００～１２：００
（どなたでも）

西谷地区主任児童委員
※気になることや心配事を気軽にご相談
ください。

☆歯科相談・子ども健康相談
２７日（金） １０：００～１２：００
（どなたでも）
国保診療所 歯科衛生士・保健師

※個別で相談を希望される方は児童館
までお問い合わせ下さい。

主催 西谷地区まちづくり協議会福祉部会
協力 西谷児童館

【６月の行事予定】
３日（金） １０：００～１２：００ 親子のおはなしひろば

１０：３０～ 絵本の読み聞かせ
９日（木） １０：３０～１１：１５ リズム知育

１１日（土） １：３０～３：３０ さなぶりコンサート
１４日（火） １０：３０～１１：３０ なかよし広場
１６日（木） １０：３０～１１：００ ベビーリトミック
１７日（金） １０：００～１２：００ お楽しみクッキング
２２日（水） １０：００～１２：００ 新米ママのふれあいタイム
２４日（金） １０：００～１２：００ 歯科相談・健康相談
２５日（土） １０：３０～１２：００ お父さんと遊ぼう
２８日（火） １０：３０～１１：３０ 親子ヨガ
２９日（水） １０：００～１２：００ 新米ママのふれあいタイム

＊変更になる場合があります。

Ｈ２８年度スタッフ紹介
館 長 二井 由紀美
副館長 坊向 恵里
児童厚生員 福本 麻紀

松田 恵
中畑 和加子
龍見 貴子
岡本 直子

夜間スタッフ 阪本 正明
中林 正行

どうぞよろしくお願い致します。
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