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10：00〜12：00  

12 13 14 ふれあい遊び 15 16 17 18
(4才以下と保護者） キッズリトミック 　ｋｉｄ´s 吹奏楽による

や 10：30～11：30 (2〜4才と 　　キャラバン スプリング
中学3年生卒業 　　　　保護者） （4才～小学生） コンサート
お祝いパーティー 10：30～11：15 1：30〜3：00 （どなたでも）

5：00～7：30 1:30〜3:00

19 20　親子体操 21 22 23　歯科相談 24 25

（４才以下と 子ども健康相談

     保護者） お （どなたでも）

す 10:30〜11:15 や 10:00～12:00
乳幼児相談 す 小学6年生卒業

10：30〜11：30 み お祝いパーティー

11：00～2：00
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映画上映会

み 　 「モアナと伝説の海」

（どなたでも）
1：30〜3：30
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３月のよてい

にしたにじどうかんだより３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

寒い中にも、春めいた日がだんだん増えてくる季節。
うれしい春の訪れですね。今月も元気いっぱい遊びましょう。

＜予約の必要なプログラム＞

・ひなまつりの集い

・保護者のためのお楽しみクッキング

・中学３年生卒業お祝いパーティー

・小学６年生卒業お祝いパーティー

・ ｋｉｄ´s キャラバン

＊プログラム開始時間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。ご了承下さい。

ホームページ http://www.nisitani.com/jidoukan/index.html



　

１５日（木）１０：３０～１１：１５
（２～４才と保護者）

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。

『豆腐の団子汁 高野豆腐で！』

講師・・・秋田 智春（食育指導士）

キッズリトミック

ふれあい遊び

親子体操

２０日（火）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

１４日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

アンパンマン体操・手遊び・絵本の読み聞
かせなどで親子で一緒に遊びましょう。

親子で楽しく体を動かしましょう。

保護者のためのお楽しみクッキング

7日（水） 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（電話予約可）

締切３/４（日） 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。

ひなまつりのつどい

今月のメニュー

講師・・・新井 法江

講師・・・木幡 恵 講師・・・中島 淳資（健康センター）
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２日（金）１０：３０～１１：００
（４才以下と保護者）

ひな人形が飾られた和室で、♪うれしいひな祭り♪
を歌ったり、ひなあられを食べたりして、子ども達の
健やかな成長をお祝いしましょう。

女の子だけでなく男の子も参加して下さいね。

映画上映会

「モアナと伝説の海」
３１日（土）１：３０～３：３０

（どなたでも）

健康センターの乳幼児相談

２０日(火) １０：３０～１２：００

（受付１１：３０まで）

今年度より、会場が認定こども園から西谷ふれあい

夢プラザに変わりました。

児童館に来館された方もお気軽にご利用下さい。

持ち物…母子手帳

お問合せ先 ８６－００５６（宝塚市立健康センター）

ディズニー映画。

海に選ばれた少女”モアナ”を主人公にした南

の島を舞台に繰り広げる感動のファンタジー。
幅広い年齢層の方に楽しんでいただけます。



中学３年生卒業お祝いパーティー

１４日（水）５：００〜７：３０
（中学３年生）

卒業をお祝いして、みんなで料理をしたり、
遊んだりして楽しく過ごしましょう。

献 立・・・カレーライス・サラダ・ケーキ

参加費・・・３００円

要予約・・・先着２０名

締切３/１０（土）午後５時まで
持ち物・・・エプロン・三角巾・ふきん

手拭きタオル

小学６年生卒業お祝いパーティー

２３日（金）１１：００〜２：００
（小学６年生）

卒業をお祝いして、みんなで料理をしたり、
遊んだりして楽しく過ごしましょう。

献 立・・・ミートスパゲッティ・カナッペ・
スープ・ケーキ

参加費・・・３００円

要予約・・・先着２０名

締切３/１７（土）午後５時まで

持ち物・・・エプロン・三角巾・ふきん

手拭きタオル

吹奏楽による

スプリングコンサート

１８日（日） 開 場 １：００

開 演 １：３０～３：００

場 所 大ホール （どなたでも）

宝塚市吹奏楽団・西谷中学校吹奏楽部による素敵な演奏です。
合同演奏もあります。

どうぞ皆さん、迫力ある生演奏をお楽しみ下さい。

【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。

共催 西谷自治会連合会

１７日（土） １：３０〜３：００

（4才～小学生） 保護者の方も参加できます

要予約・・・先着２０人

締切３／１５（木）午後５時まで

兵庫県立人と自然の博物館の小館先生とフレミラのボランティアグループ“自然クラブ”の皆さんに
来て頂き、ドングリ等の工作や、芝生広場で星のような形の草をさがしたりします。

いきいき ｋｉｄ´ｓ キャラバン「木や草で遊ぼう」



　　

（どなたでも）

４月の予定

６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

１２日（木） １０：３０～１１：００

ベビーリトミック（０～１才）

１７日（火） １０：００〜１２：００

保護者のためのお楽しみクッキング

１８日（水） ５：００～ ７：００

中高生タイム

１９日（木） １０：３０～１１：１５

キッズリトミック（２～４才）

２４日（火） １０：３０～１１：００

なかよし広場「こいのぼり作り」

２５日（水） １１：００〜１２：００

親子ヨガ

２７日（金） １０：００〜１２：００

歯科相談・子ども健康相談

＊変更になる場合があります。ご了承下さい。

「何でも話せる
にしたに☆ひろば」事業

・新小学１年生の人は、入学式までは保護者の方と一緒に遊びに来て下さい。

・新中学１年生の人は、入学式までは利用時間は５時までです。

・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。

・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診断された場合は、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症拡大防止のため、児童館の利用はご遠慮下さい。

・感染拡大防止のため、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。

・児童館は館内施設のみとなっております。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。

・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。

☆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

＊気になる事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

＊個別相談を希望される方は事前に児童館まで

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(９１－０７３５)

� 保護者のみなさまへお願い �


