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１月のよてい

にしたにじどうかんだより1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

明けましておめでとうございます。

今年もいろいろな行事をします。

みなさん、児童館に遊びに来て下さいね！

※西谷児童館は新年は４日から始まります。

※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。
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手作り体験（小学生以上） 3：30〜4：30

★予約が必要なプログラム

・手作りたこでたこあげをしよう
・なかよし広場



ふれあい遊び

　　

１７日（木）１０：３０～１１：１５

（２才～４才と保護者）

なかよし広場

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。

キッズリトミック

２３日（水）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

親子で楽しく簡単な「たこ」を作りましょう。

＊要予約・・・ 先着１０組

＊材 料・・・児童館で用意します。

親子で運動遊び

１５日（火）１０：３０～１１：１５

（４才以下と保護者）

講師・・・清水 美千代

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。

絵本の読み聞かせ

１１日（金）１０：３０〜

（４才以下と保護者）

遊戯室で絵本の読み聞かせをします。

今月の絵本 「いろいろじゃがいも」

「わたしのワンピース」

【参加費が必要なプログラムについて】

＊前日午後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。後日受付までお待ちください。

手作りたこで

たこあげをしよう

１３日（日）１：３０〜２：３０

（４才以上）

ビニール袋でたこを作ります。

出来あがったら外に出てみんなで

たこをあげましょう。

＊要予約・・・先着１５名

＊参加費・・・1人５０円

☆油性マジックを使用しますので、
汚れてもいい服装でお越し下さい。

映画上映会

１９日（土）１：３０〜３：３０
（どなたでも）

天才レーサー、マックィーンのもとに
最強のライバルが登場！
マックィーンは、くじけそうになって
も自分を信じ、友達に支えられ、再
び勇気を取り戻していきます。

「カーズ・クロスロード」
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ふれあい百人一首大会

６日（日） １：３０〜３：００
（中学生以上）

今年も老人会の方や民生委員の方々も一緒

に参加して下さいます。百人一首をした後、福

引きをしたりして楽しく過ごしましょう。

※保護者の方,地域の方もぜひ

ご参加下さい。
(小学校高学年の方も参加できます。)

手作り体験

１５日（火）、１６日（水）、１７日（木）
３：３０〜４：３０
（小学生以上）

毛糸でポンポン作りをします。

参加費・・・無料

中高生タイム

１６日（水） ５：００〜７：００（中高生）

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・・・

※途中参加、退出できます。必ずおうちの人に
言ってから来てね！

「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
２５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）

２月の予定

１日（金） １０：００〜１２：００ 親子のおはなし広場

１０：３０〜 絵本の読み聞かせ

２日（土） １１：００〜１２：００ 節分の集い

７日（木） １０：３０〜１１：１０ ななちゃんの

ハッピーバルーン

９日（土） １：３０〜 ３：００ 子どもお菓子作り

１４日（木） １０：３０〜１１：００ ベビーリトミック

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 歯科健康相談

１０：３０〜１１：３０ なかよし広場

２７日（水） １１：００〜１２：００ 親子ヨガ

※ 変更になる場合があります。詳しくは児童館だより２月号で

ご確認下さい。
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インフルエンザ,ノロウィ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できません。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症拡大防止のため、児童館の利用は出来ません。

・ 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。

・ 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。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。

２月のプログラムのお知らせ

節分の集い ２月２日（土） １１：００〜１２：００
（未就学児と保護者・小学生）

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？おたのしみに。
簡単な製作もしますよ。

ななちゃんの
ハッピーバルーン

２月７日（木） １０：３０〜１１：１０
（４才以下と保護者）

バルーンアートでご活躍されている“HAPPYバルーンNANA”のななさん
に来ていただきます。

子どもお菓子作り ２月９日（土） １：３０〜３：００
（小学生以上）

・参加費・・・２００円 ・要予約・・・先着１５名

・受 付・・・２/１（金）〜２/６（水） 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


