
 

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

　　　残暑厳しく秋の訪れが待ち遠しいものです。

　　　それでも夜になると虫の音が・・・

　　　少しずつ秋は近づいているのかもしれませんね。

げつ か すい もく きん ど にち

1 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈予約が必要なプログラム〉

　　　・なかよし広場「水遊びおもちゃ作り」 ・ママに伝えたい大切な食育

　　　・看護師ミニ講座（託児） ・泥んこ遊び

　　　・ベビーマッサージ ・フラワーアレンジメント（１０月３日）

3 4 5 6 7　親子のおはなし 8 9

なかよし広場 ひろば（どなたでも）

お 「水遊びおもちゃ作り」 10：00～12：00
（４才以下と保護者） 絵本の読み聞かせ

10：30～11：30 （４才以下と保護者）

10：30～

10 11 12 13 14 15 16

親子で 子育て応援講座第2弾

や 運動あそび 看護師ミニ講座
（4才以下と保護者） 「予防接種」
10：30～11：15 （どなたでも）

10：30～11：30
17 18 19 20 21 22 23

中高生タイム キッズリトミック

す （中高生） （２才～４才と

5：30～7：30 　　　　　　保護者）

10：30～11：15

24 25 26 27 28　歯科相談 29 30

ベビーマッサージ ママに伝えたい 子ども健康相談

（1ヵ月健診終了後の 大切な食育 （どなたでも）

み 乳幼児と保護者） （どなたでも） 10：00～12：00
10：30～11：30 10：30～11：30 泥んこ遊び

（4才以下と保護者）

10：30～11：30
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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才未満の子どもと保護者

☆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出来ない事があります。

お
や
す
み



　　

７日（金）１０：３０～
（４才以下と保護者）

キッズリトミック

遊戯室で楽しい絵本の読み聞かせをします。

今月は「とりかえっこ」

「ふたりではんぶん」 です。

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。

なかよし広場

５日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

親子で運動遊び

１１日（火）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

親子で一緒に体を動かして、元気

いっぱい運動遊びをしましょう。

今月は「水遊びのおもちゃ作り」です。

出来上がったら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

💛ママに伝えたい
大切な食育💛

２６日（水）１０：３０～１１：３０

血行をよくしたり、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9/22（土）午後５時まで

ベビーマッサージ

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つにまとめ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。

２５日（火）１０：３０～１１：３０

（１ヵ月健診終了後の乳幼児と保護者）

講師・・・清水 美千代 講師・・・木幡 恵

講師・・・田邊 実香

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。
簡単に出来て栄養のある一品を作って頂きますので
皆さんで試食しましょう。。

要 予 約・・・締切９/２２（土）午後５時まで

託児予約・・・先着７名まで（託児料は無料です）

「朝ごはんってこんなに大事」
（どなたでも）

講師・・・秋田 智春

２０日（木）１０：３０～ １１：１５
（2才～４才と保護者）



　

泥んこ遊び
２８日（金）１０：３０～１１：３０

（４才以下と保護者）
雨天中止

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組

｢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

７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。

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

☆歯科相談・子ども健康相談

２８日(金)１０：００～１２：００
（どなたでも）

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。

子育て応援講座・第２弾

看護師ミニ講座
「予防接種」

１２日(水) １０：３０～１１：３０

（どなたでも）

阪神北広域子ども急病センター

より看護師の方が来て下さり
お話をして頂きます。

中高生タイム
１９日（水）５：３０～７：３０

（中高生）

月に１回、中高生のプログラムをしています。

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・・・

※必ずお家の人に言ってから来てね！

毎月第３水曜日に

しています。

のぞいてみて下さいね。

ダリアのお花で

フラワーアレンジメント

１０月３日（水）３：３０～４：３０

ダリアを使ってフラワーアレンジメント

をします。

いろいろなダリアを組み合わせて作っ

てみましょう。

要予約・・・先着１５名

参加費・・・無料

のお知らせ

託児予約・・・先着１０名（無料）

締切9/9（日）

（小学生）

http://nisitani.com/


・ 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。

・ 児童館は館内施設のみのため、館外での見守りはありません。安全にはくれぐれもご注意下さい。

・ 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。

警報が出た時

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。

☆１２月開催!! 第１３回ミニたからづか「子どもリーダー」募集！!

平成３０年１２月１５日（土）・１６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。

《 対 象 》 小学４年生～18才未満

《申し込み期間》 ９月１５日（土）まで

《申し込み方法》 詳しくは、９月初めに小学校で配布します申込用紙をご覧ください。

お手元にない場合は、お近くの児童館まで取りに来てください。

お問合せ：フレミラ宝塚 宝塚市立大型児童センター

☎：８５－３８６１ fax：８５－３８８２

１０月の行事予定

３日（水）

５日（金）

１０日（水）

１１日（木）

１７日（水）

１８日（木）

２４日（水）

２５日（木）

２６日（金）

２７日（土）

３０日（火）

８月４日（土）に行われた西谷児童館夏まつりには、３００名以上の

方達に来ていただき、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、ベビーカステラ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。 恒例のお化け屋敷はどうで

したか？

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高生の皆さん、地域の皆さん

ご協力ありがとうございました。

～西谷児童館夏まつり～

おねがい

３：３０～４：３０

１０：００～１２：００

１０：３０～

３：３０～４：３０

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：３０

５：００～７：００

１０：３０～１１：１５

１０：３０～１１：３０

３：３０～４：３０

１０：００～１２：００

１：３０～３：００

１０：３０〜１１：３０

ダリアのお花でフラワーアレンジメント

親子のおはなしひろば

絵本の読み聞かせ

泥団子作り ※雨天中止

ベビーリトミック

乳幼児相談（健康センター）

中高生タイム

キッズリトミック

親子ヨガ

ハロウィンゲーム遊び（小学生）

歯科相談・子ども健康相談

縄跳びパフォーマンス

なかよし広場”ハロウィンパーティー”


