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　　　まだまだ日中の日差しは厳しいですが、朝夕吹く風に秋の訪れを感じますね。

　　　体調の崩しやすい時期でもありますが、

　　　十分に気を付けて元気に遊びましょう。
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　〈予約が必要なプログラム〉 おはなしひろば
　　　・なかよし広場「水遊びおもちゃ作り」 （どなたでも）

　　　・保護者のためのお楽しみクッキング 10：00～12：00
   　 ・看護師ミニ講座 絵本の読み聞かせ

　　　・ベビーマッサージ （４才以下と保護者）

　　　・泥んこ遊び 10：30～
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９月のよてい

にしたにじどうかんだより９月号

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



　　

２日（金）１０：３０～
（４才以下と保護者）

ベビーリトミック

遊戯室で楽しい絵本の読み聞かせ

をします。
今月は「おべんとうばこのうた」

「ふたりではんぶん」 です。

絵本の読み聞かせ

１５日（木）１０：３０～１１：００
（３ヵ月以上の乳幼児と保護者）

講師・・・木幡 恵

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。

なかよし広場

６日（火）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

ふれあい遊び

１４日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

講師・・・新井 法江
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親子で遊
びましょう。

今月は「水遊びのおもちゃ作り」を

します。できあがったら遊戯室の外

のプールで遊びましょう。

材料は児童館で用意します。

持ち物・・・着替え

要予約・・・先着１０名

｢何でも話せる
にしたに☆ひろば｣事業

☆歯科相談・子ども健康相談

２３日(金)１０：００～１２：００
（どなたでも）

☆親子のおはなしひろば

２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お気軽に

ご相談下さい。

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



保護者のためのお楽しみクッキング

「かぼちゃのそぼろ煮」

９日（金）１０：００～１２：００

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
９/１（木）から予約開始（電話予約可）
締切９/６（火） 午後５時まで

（前日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。）

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。

２８日（水）１０：３０～１１：３０

（１ヵ月健診終了後の乳幼児と保護者）
講師・・・田邉 美香

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 ９／２３（金） 午後５時まで

ベビーマッサージ 泥んこ遊び

３０日（金）１０：３０～１１：３０

（４才以下と保護者）

遊戯室の外へ出て、砂場で泥んこ遊びを

します。

砂に水を混ぜて、こねたり、丸めたり・・・

泥をさわってみんなで楽しく過ごしましょう。

持ち物・・・着替え、ビーチサンダル

要予約・・・先着１０名

西谷児童館夏まつり

８月６日（土）に行われた西谷児童館夏まつりには、約３２０名の方が

来て下さり、大変楽しいお祭りとなりました。

金魚すくい、あてものなどの遊びのコーナーや、フランクフルト、かき氷、わたがし

などの食べ物コーナーはどこもたくさんの人でにぎわっていました。

恒例のお化け屋敷に入って、とてもこわ～い思いをしたお友達もいたはず・・・

また、来年も予定しているので楽しみにして下さいね。

当日、お手伝いしていただいた中学生の皆さん、地域の皆さん

ご協力ありがとうございました。

看護師ミニ講座
「感染性胃腸炎と感染予防」
２０日（火）１０：３０～１１：３０

（どなたでも）

阪神北広域子ども急病センターより看護師

の方に来ていただいてお話していただきま

す。

要予約・・・先着１０名まで

締切９／１７（土）午後５時まで

託児予約・・・先着１０名まで（無料）



　　１０月の行事予定
　６日（木）　 ３：３０～　４：３０ 泥だんご作り（小学生）

　７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
１１日（火） １０：００～１２：００ 保護者のためのお楽しみクッキング
１３日（木） １０：３０～１１：１５ リズム知育
１６日（日） 　１：３０～　３：００　 縄跳びパフォーマンス
１９日（水） １０：３０～１１：３０ なかよし広場「ハロウィンパーティ」
　　　　　　    ３：３０～　４：３０ ハロウィンゲーム（小学生）
２０日（木） １０：３０～１１：００ ベビーリトミック
２２日（土） １１：００～１２：００ 動く子どもの館号
２５日（火） １０：３０～１１：３０ 親子ヨガ
２８日（金） １０：００～１２：００ 歯科相談・子ども健康相談

・ 暑い日がまだまだ続きます。水分補給のためお茶を持って来ましょう。

・ 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。

・ 館内は飲食禁止です。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。

・ 館内は、西谷児童館・西谷会館・西谷サービスセンターがある複合施設となっています。

一般の方のご迷惑にならないように利用して下さいますようお願い致します。

・ 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。

警報が出た時

急に大雨が降ったり、台風が近づい

てくる季節です。

宝塚市に警報が発令された場合は、

その時点で終日休館となります。

（近隣の地域に警報が発令された

場合も臨時休館となることがありま

すのでご注意下さい。）
わからない時は、西谷児童館まで
お問い合わせ下さい。

ミニたからづかのお知らせ

１２月１７日（土）・１８日（日）にフレミラ宝塚で

開催される、ミニたからづかのお店の店長を

してくれる子どもリーダーを募集します。

詳しくは、９月初旬に各小学校で配布する申

込用紙をご覧ください。

＊各児童館でも配布しています。

＊中高生は近くの児童館まで取りに

来てください。
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