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７月のよてい

にしたにじどうかんだより７月号

「♪ささの葉さ〜らさら〜」みんなの願い事がお星さまに届きますように。

児童館にも短冊を用意していますので、願い事を書きに来て下さいね。

暑い季節になります。しっかり食事をして元気にあそびましょう。

楽しいプログラムを用意しています。遊びにきて下さいね。

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

＜予約の必要なプログラム＞

６日（水） なかよし広場「七夕飾り作り」

１４日（木） 保護者のためのお楽しみクッキング

１５日（金） Ｌet´s チアダンス

１６日（土） アイスクリーム作り

２８日（木） 集まれ中高生！わいわいバーベキュー大会



　　

絵本の読み聞かせ

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

なかよし広場

７日（木） １０：３０～１１：００

（３ヵ月以上の乳幼児と保護者）

親子で「七夕飾り作り」をしましょう。

材料は児童館で用意します。

要予約・・・先着10名

締 切・・・７/３(日)

6日（水） １０：３０～１１：３０

（４才以下と保護者）

１日（金）１０：３０～

（４才以下と保護者）

ふれあい遊び

保護者のための

お楽しみクッキング

今月のメニュー

参加費・・・350円

お子様1人につき材料費50円

（離乳食のお子様はいりません）

予約時に申込みをして下さい。

要予約・・・先着10名まで

７/1（金）から受付開始

締切７/１０（日）

託児予約・・先着７名まで

1人100円

持ち物・・・エプロン、三角巾、ふきん、お茶、お米1合

１４日（木）１０：００～１２：００

先生のお話を聞きながら

クッキングをしましょう。

※アレルギーのある場合はご相談下さい。

託児を申し込まれる方は、当日、お茶、オムツ、

ハンドタオル、ビニール袋を1つの袋に入れて

持って来てください。

また、開始１５分前には遊戯室にお越し下さい。

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。

シーチキンでとろ〜り和風あんかけご飯

講師・・・木幡 恵 講師・・・新井 法江

１３日（水） １０：３０～１１：３０

（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、「ぴょーん」

「まる まる」です。

食育指導士…秋田 智春

西谷児童館

子育て応援講座 第２弾

Ｌｅｔ’ｓ チアダンス

７月１５日（金） １０：３０〜１１：３０

（２〜４才までの幼児と保護者）

まちの子育て広場より松本 亜子香先生がこられます。

親子でチアダンスを楽しみましょう！

持ち物・・・汗ふきタオル、お茶、上ぐつ

要予約・・・２０組（４０人）

締 切・・・７／１０（日）

動きやすい服装でお越し下さい



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

国保診療所 歯科衛生士・保健

師

２２日(金)１０：００～１２：００

（どなたでも）

☆歯科相談・子ども健康相談

｢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

１日(金)１０：００～１２：００

（どなたでも）

西谷地区 主任児童委員

アイスクリーム作り

（小学生）

１６日（土） １：３０～２：３０

冷凍庫を使わないで、手作りのおいしいアイスクリーム

が作れるよ。ぜひ参加してね。

参加費・・・２００円

要予約・・・先着 １６名

締切 ７／１２（火）

持ち物・・・お茶、エプロン、三角巾、手拭きタオル

集まれ中高生！

プール遊び

遊戯室のウッドデッキに用意した大きなビニールプール

で遊びます。開催期間中、都合がつく時間に遊びに来て

下さいね。

１９日（火）、２６日（火）、２９日（金）

１１：００～３：００ （３才以下）

プールに入れるのは３才以下のお子さんです。

保護者の方は、そばに付き、目を離さないでください。

水着を着用してください。

オムツがとれていないお子さんは、水遊び用紙オムツを

必ず使用してください。

体調不良、また伝染の恐れがある疾患のお子さんは利

用できません。

２８日（木） ５：００～７：００

※気になることや心配事を気軽にご相談下さい。

※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。

【参加費が必要なプログラムについてのお知らせ】

前日午後５：００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。

参加費・・・４００円

持ち物・・・米１合

要予約・・・先着 １５名

締切 ７／２１（木）

“わっちゃ団”の

おさわがせパネルシアター

３１日（日） １：３０～２：３０

（どなたでも）

ＮＰＯ法人生涯学習サポート兵庫より“わっちゃ団”の皆さんが来てくれます。

パネルシアターや歌で子どもから大人まで楽しい時間を過ごしましょう。

ご家族皆さんでぜひお越し下さい。

児童館でバーベキュー？！日頃なかなか会えないお友

達を誘って皆でわいわい楽しい時間を過ごしましょう。

(中高生)

わいわいバーベキュー大会



・ 水分補給のため、お茶を持ってきましょう。飲み物は、丸テーブルで飲みましょう。

・ 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。

【西谷児童館夏まつりのお知らせ】

８月６日（土） ２：００～４：００

西谷児童館夏まつりを開催します。

お化け屋敷や屋台を予定しています。

お手伝いしてくれる中学生、高校生を募集し

ています。

７月２１日（木）までに西谷児童館にお問い合

わせください。

～～～♥～～～♥～～～♥～～～

【第１１回ミニたからづかのお知らせ】

今年は１２月１７日（土）・１８日（日）にミニたか

らづかを開催します。

また9月初めにミニたからづか当日のお店で

の店長（子どもリーダー）を募集しますのでお

楽しみに。

＊ミニたからづかは、フレミラ宝塚（大型児童

センター）で開催されます。

8月の行事予定

４日（木） ３：００～４：００

おはなし隊キャラバンカーがやってくる

５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

６日（土） ２：００～ ４：００

夏まつり

９日（火） １０：３０～１１：３０

なかよし広場「スイカ割り」

１０日（水） １１：００～１：００

子ども料理教室

「流しそうめん」

１９日（金） １：３０～３：００

ハンドメイド教室

２０日（土） １：３０～３：００

映画上映会

２３日（火） １０：３０～１１：３０

親子ヨガ

２５日（木） １０：３０～１１：３０

ちびっこ水遊び

２６日（金） １０：００～１２：００

歯科相談、健康相談

変更になる場合があります。

詳しくは児童館だより８月号でご確認ください。

１１：００～３：００

プール遊び

２日（火）、１２日（金）

１６日（火）、１８日（木）

３０日（火）

『全国訪問おはなし隊』キャラバンカーがやって来る！

８月４日(木) ３：００〜４：００ (どなたでも)

全国訪問しているキャラバンカーが、西谷児童館にもやってきます。

キャラバンカーの見学や、おはなし会での読み聞かせ、皆さんでお越し下さい。


