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開館時間
休 館 日
対

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）
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。
宝塚市在住の０才～１８才までの子どもと保護者

象

ホームページ http://www.nisitani.com/jidoukan/index.html
毎日寒いですね。今月は「節分の集い」や「お菓子作り」
「マジックショー」等楽しいプログラムがたくさんありますよ。
みんなで遊びに来て下さいね。
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歯科相談
子ども健康相談
（どなたでも）
10：00～12：00

＜予約の必要なプログラム＞
・子どもお菓子作り
・なかよし広場
・親子ヨガ

プログラム開始時間までに来られない場合はプログラムに参加できないことがあります。

絵本の読み聞かせ
２日（金）１０：３０～

キッズリトミック
講師・・・木幡 恵

１５日（木）１０：３０～１１：１５
（２才〜４才と保護者）

遊戯室で絵本の読み聞かせをします。
今月は
「つかんでぱっくん」
「クレオのゆきあそび」
の絵本を読みます。

なかよし広場
２１日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）
親子でかわいい「ひな人形」を作りましょう。
材料は児童館で用意します。
要予約・・・先着10名まで

プログラム開始時間までに来られない場合は
プログラムに参加できない事があります。

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。

親子ヨガ
講師・・・乾 美由紀

２７日（火）１１：００～１２：００
（４才以下と保護者）
ヨガを通してからだの不調を軽減し
たり、ケアを行いながら、からだ作り
を教えていただいてお子様と一緒に
親子ヨガを楽しみましょう。
要予約・・・ 先着１５名（電話予約可）
持ち物・・・ バスタオルもしくはヨガマット
汗拭きタオル、お茶
★託児予約・・1人 １００円
締切２３日（金）午後５時まで

「なんでも話せるにしたに☆ひろば」事業
（どなたでも）
☆親子のおはなしひろば
２日（金）１０：００～１２：００
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。

☆歯科相談・子ども健康相談
２３日（金）１０：００～１２：００
国保診療所 歯科衛生士・保健師
※個別の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

※前半30分は保護者のヨガ、後半30分は
親子ヨガをします。
前半の保護者のヨガをより一層楽しんで
いただく為に別室で託児をします。
希望の方は有料（お子様1人につき100
円）ですので申し込みをして下さい。
※親子ヨガは素足で行います。ストレッチの効
いた動きやすいズボンでお越し下さい。
（ショートパンツ可）

節分の集い
３日（土） １１：００～１２：００ （未就学児と保護者・小学生）
簡単な製作をしたあと、みんなで楽しく豆まきをしましょう。
今年も鬼さん来るかな？お楽しみに！

子どもお菓子作り
4日（日） １：３０～３：００（小学生以上）

男の子も
参加してね♥

チョコレートのお菓子を作りましょう。
参加費・・・ ２００円
要予約・・・ 先着１５名
締切 ・・・ １日（木）午後5時まで
持ち物 ・・・お茶・ハンドタオル・エプロン・三角巾・ふきん

前日５時以降のキャンセルにつきましては参加費を頂きます。後日受付までお持ち下さい。

子育て応援講座第４弾

祖父母世代講座

おじいちゃん・おばあちゃん地域のみんなで子育て応援！
「支援は支縁～支え、支えられお互い様～」
８日（木）１０：３０〜１２：00（どなたでも）
＊子育て中の方はご遠慮下さい
ＮＰＯ法人保育ネットワーク・ミルク 理事長

小泉雅子さん

にお話して頂きます。

♥ おじいちゃん、おばあちゃん、地域のみんなで子育て応援！

マジックショー
１７日（土） １：３０～２：１５
マジシャンのジャスパー瀧口さん

（どなたでも）
に来て頂きます。

風船の中に入ったり色々楽しいマジックをして下さいますよ。

インフルエンザ・ノロウイルス等感染拡大防止のための
お知らせ
・インフルエンザ等、学校園で出席停止とされている感染症と判断された場合は、医師が
完治と判断するまで児童館は利用出来ません。
又、お子様に感染症等の症状（発熱、咳、喉の痛み、腹痛、嘔吐等）がある場合は児童
館の利用は控えて頂きますようお願い致します。
・お子様の学校園が学校閉鎖又はお子様の学年、学級が閉鎖した場合は再開されるまで
児童館の利用は出来ません。
・ご家族の方に感染症等が発生した場合も感染拡大のため児童館の利用はご遠慮下さい。
・感染症拡大防止のため、予定していたプログラムを予告なしに休止する場合があります。
詳しくは児童館までお問い合わせ下さい。

３月の予定
第１２回ミニたからづかの御礼
「お疲れ様でした。今年のミニたからづかが成
功したのは、オレンジジャンパーの人を始め、
ボランティアの人達の助けがあったからだと
思っています。
私達は最初、本当に何も出来ない甘ったれで
した。しかし大人の方々と活動させていただく
中で、周りを見て行動する力や、助け合って一
つの物を作る達成感を学ばせて貰い、一回り
も二回りも成長することが出来ました。これか
らもミニたからづかを宜しくお願いします。」
第12回ミニたからづか市長 安藤 千紘

２日（金） １０：００〜１２：００ 親子のおはなしひろば
１０：３０～１１：００ ひなまつりの集い
７日（水） １０：００～１２：００ 保護者のための
お楽しみクッキング
１４日（水） １０：３０〜１１：３０ ふれあい遊び
５：００～ ７：３０ 中３卒業お祝いパーティー
１５日（木） １０：３０～１１：１５ キッズリトミック
１７日（土） １０：３０～１２：００ 「kidsキャラバン」
１８日（日） １：３０～ ３：００ スプリングコンサート
２０日（火） １０：３０～１１：１５ 親子体操
１０：３０～１１：３０ 乳幼児相談
２３日（金） １０：００～１２：００ 歯科相談、子ども健康相談
1１：００～ ２：００ 小６卒業お祝いパーティー
３１日（土） １：３０～ ３：００ 映画上映会
「モアナと伝説の海」
＊変更になる場合があります。

保護者のみなさまへお願い
・児童館ではおやつやお金を持って来ないことを約束事にしています。
従って保護者の方が一緒でもおやつを召し上がることはご遠慮下さい。
（離乳食のおやつは除きます）
・児童館は、地域子育て支援拠点事業を担う子育て支援施設であり、0才～１８才の児童の
健全育成を目的とする児童福祉施設です。また、館内の遊戯室、集会室、図書コーナー
だけの限られたスペースのため団体でのご利用はご遠慮下さい。
ホールは児童館スペースではありません。尚、団体でホールをご利用になる場合は、
西谷会館（０７９７－８３－５８１０）にご予約の上貸し切り（有料）にてご利用下さい。
遊び道具は児童館の物をお貸しします。
・日暮れが早いので、児童館からの帰りは気を付けて帰りましょう。
・児童館は館内施設のみとなっております。従って館外（駐車場、芝生広場）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。
・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事があります。
不都合のある方はお申し出下さい。

