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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

木々の新緑がきれいな季節ですね。西谷地区では田植えが始まります。

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＞

・保護者のための
お楽しみクッキング

※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。



リトミック

１６日（木）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

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。

２２日 （水） １０：３０～１２：３０
（保護者）

旬の食材を使って調理室でお料理作りをします。

お料理作りの間、お子様は遊戯室で託児をし、料理

が出来た後は一緒に食事をします。

食育指導士の先生から子どものより良い成長につな

がる食育のお話も聞けますので、是非参加して下さ

い。

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）

要予約・・・先着１０名まで 電話予約可

締切５／１７ (金） 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・・・先着７名まで（無料）

親子で運動あそび

１５日（水）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

保護者のためのお楽しみクッキング

「こどもの日のランチメニュー」

こいのぼりのオムライス・じゃがもち・スープ

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。

子育て広場

１０日（金）１０：３０～１１：００
（４才以下と保護者）

講師・・・木幡 恵

講師・・・秋田 智春

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。

＊参加費が必要なプログラムについて
前日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。後日受付までお持ち下さい。

児童館で出会ったお友達と仲間作りを
したり、児童館の職員と一緒に親子み
んなで遊びましょう！絵本の読み聞か
せもあります。

毎月第１金曜日、開催予定です。

（祝日の場合は変更あり）



３０日（木） 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・・・

２６日（日）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

・たこ釣り

・腕相撲ボックス

・風船空気砲

・コイン落し

・スポーツクラブ２１コーナー

～会議室～
・小麦粉粘土

・牛乳パックヨーヨー

・紙コップジャンプ

・たこ糸ロケット

～ホワイエ～
・わなげ

・アンパンマンボール入れ

～調理室前～
・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

ななちゃんのバルーンショー

お知らせ
児童館は児童館まつり開催時間以外は利
用出来ません。遊戯室も１：００～３：３０の
間しか利用出来ません。 ただし、中高生
のみ、夕方５：００～９：００は通常通り利用
出来ます。

「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

２４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児童館までお問

い合わせください。

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）
＊必ずおうちの人に
言ってから来てね。



　　

～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。

・屋内活動室（ホール）は西谷会館の施設であり、児童館ではありません。 当日の予約

状況によっては利用出来ない事があります。また、４月より、時間貸し（１時間 １，０００円～）での利

用が始まり、児童館の利用者に無料開放できない日が増える事が予想されます。そのため、ホール

利用を目的に来館される場合は、あらかじめ西谷会館へご予約の上（有料 １時間１，０００円～）利用

されることをお勧めします。 予約・お問い合わせ 西谷会館 ０７９７－８３－５８１０

・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。また、この時期、近隣で毒ヘビが発見されることがあります。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。

～６月のプログラム～

かしわもち作り

６月 ２日 （日） １：３０〜２：３０

（４才以上）

伝統料理のかしわもち作りを体験しましょう。
保護者の方も予約できますので、是非お子様
と一緒にご参加下さい。

要予約・・・先着２４名（当日開始時間までに受付）

参加費・・・８０円

持ち物・・・エプロン、三角巾、ふきん、手ふきタオル、お茶

＊小学生未満のお子様は保護者の方の付き添いをお願いします。

２日（日） １：３０～ ２：３０ かしわもち作り

７日（金） １０：００～１２：００ 親子のおはなし広場

７日（金） １０：３０～１１：００ 子育て広場

１３日（木） １０：３０～１１：１５ リトミック

１３日（木） １０：３０～１１：３０ 乳幼児相談

１３日（木） ５：００～ ７：００ 中高生タイム

１８日（火） １０：３０～１１：３０ なかよし広場「ミニ運動会」

１９日（水） ３：３０～ ４：３０ お茶席体験

２１日（金） １０：３０～１１：１５ おはなし・わくわく便

２６日（水） １０：３０～１１：３０ 親子ヨガ

２８日（金） １０：００～１２：００ 歯科・健康相談

＊変更になる場合があります。ご了承ください。


