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ベビーマッサージ 歯科相談 西谷児童館 全館点検停電の為、

（1ヵ月健診終了後 子ども健康相談 まつり 9：00～10：00の間

す の乳幼児と保護者） （どなたでも） （どなたでも） 電気、水道、トイレの

10：30～11：30 10：00～12：00 1：00～3：30 使用ができません
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なかよし広場

み 「ミニ運動会」

 (４才以下と

保護者）

10：30～11：30
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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

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才未満の子どもと保護者

さわやかな季節がやってきました。

木々の緑色と空の青色がとてもきれいですね。

今月は西谷児童館まつりがありますので、みんな遊びに来てね！

＜予約の必要なプログラム＞

・ママに伝えたい大切な食育
・ベビーマッサージ



キッズリトミック

１７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、楽しい時間をすごしましょう。

１５日 （火） １０：３０～１１：３０
（どなたでも）

食育指導士の先生から子どものより良い成長に
つながる食育のお話を聞きましょう。
今月は朝ごはんの大切さのお話をしていただき、
朝ごはんのお助けレシピの１つを実際に作って
紹介していただきます。

要予約・・・締切５／１１ (金） 午後５時まで
託児予約・・・先着７名まで

（今月から託児料は無料になりました）

なかよし広場

３０日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

親子で運動あそび

８日（火）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

今月は親子でミニ運動会をしますよ。
楽しく体を動かしましょう！

ママに伝えたい大切な食育

「朝ごはんってこんなに大事」

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。

ベビーマッサージ

２２日（火）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５/１９（土）

講師・・・田邉 実香

講師・・・木幡 恵

講師・・・秋田 智春

「ミニ運動会」

講師・・・清水 美千代

幼児、児童の体育指導をしておられ
る清水先生に来ていただきます。
親子で一緒に体を動かし、元気いっ
ぱい運動あそびをしましょう。

＊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。ご了承下さい。



　　毎月第３水曜日に
　　やってます。
　　のぞいてみてね。

１６日（水） ５：００～７：００
（中高生）途中参加、退出できます

月に１回、中高生のプログラムを開催しています。

みんな気軽に学校の帰りに寄って下さい。

内容 ： 児童館職員とのおしゃべり場、ゲーム、

ティータイムなど・・・

＊必ずおうちの人に言ってから来てね。

２６日（土）１：００～３：３０
（どなたでも）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）

～ホール～
・射的

・パックン魚釣り

・腕相撲ボックス

・お手玉投げゲーム

・ハンドベル

・スポーツクラブ２１コーナー

～会議室～
・小麦粉粘土

・毛糸でポンポン作り

・パッチンジャンプ

・スーパーボール作り

～ホワイエ～
・わなげ

・アンパンマンボール入れ

～サービスセンター前～
・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。 ＴＥＬ ０７９７－９１－０７３５

『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下さい。）

金券・・・４０円 お茶券・・・５０円

夢横丁大道芸の方々による南京玉すだれ、皿回しのステージショー
出演・・・八房 香道・八房 静香・八房 蘭香

おしゃべり
バルーンショー

１１日（金） １０：３０～１１：３０
（未就学児親子）

ＮＰＯ法人生涯学習サポート兵庫より「やよ
いちゃん」が来て下さり、軽快なトークととも
にバルーンパフォーマンスを繰り広げて下
さいます。やよいちゃんのステージは見てい
る人を陽気にしてくれます。

今回は世代間交流を兼ねていますので、ミ
ニデイの「こはるちゃん」のおばあちゃん達
と一緒に過ごしますよ。

お知らせ
児童館まつり準備の為、9：00～12：30まで
児童館では遊べません。また、終了後は5：
00までホールは使用できません。



　　

～６月の予定～

・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時は、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、カードには連絡のつく連絡先をお書きください。

カードは受付にありますので申し出て下さい。

・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才未満の児童の健全

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。なお、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。

・来館中、館外に出られる場合は退館の扱いになり芝生広場では職員の見守りはありません。

お子様だけで来館される場合は特に、児童館利用時の安全についてお子様へ注意喚起をお願い

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。

１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

３日（日） １：３０～２：３０

かしわもち作り

９日（土） １：３０～３：３０

さなぶりコンサート

１２日（火） １０：３０～１１：３０

ママに伝えたい大切な食育

１４日（木） １０：３０～１１：００

ベビーリトミック

１４日（木） １０：３０～１１：３０

乳幼児相談（健康センター）

２０日（水） ５：００～７：００

中高生タイム

２１日（木） １０：３０～１１：１５

キッズリトミック

２２日（金） １０：００～１２：００

歯科相談・子ども健康相談

２４日（日） １０：３０～１２：００

お父さんと遊ぼう

２７日（水） １０：００～１２：００

子育てパワーアップ講座ミニ

２９日（金） １０：３０～１１：３０

親子ヨガ

「何でも話せるにしたに☆ひろば」事業
（どなたでも）

☆歯科相談・子ども健康相談

２５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


