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７月のよてい

にしたにじどうかんだより７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

暑い夏がやってきました。

こまめに休息をとり、水分補給をしっかり取り

暑さに負けず楽しく過ごしましょう。

帽子や水筒を忘れずに持って来て下さいね。

＜予約の必要なプログラム＞
・新米ママのふれあいタイム
・なかよし広場「七夕飾り作り」
・親子クッキング
・保護者のためのお楽しみクッキング
・アイスクリーム作り
・看護師ミニ講座

※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出来ない事があります。



子育て広場

５日（金）１０：３０～１１：００
（４才以下と保護者）

なかよし広場

４日（木）１０：３０～１１：３０
（４才以下と保護者）

リトミック

１８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、
楽しい時間を過ごしましょう。

講師・・・清水 美千代

「七夕飾り作り」

親子でたなばた飾りを作りましょう。
材料は児童館で用意します。

要予約・・・先着１０名
締 切・・・７/２（火）午後５時まで

親子で運動遊び

９日（火）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

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

いっぱい運動遊びをしましょう。

※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、参加費を頂きます。
後日受付までお持ち下さい。

講師・・・木幡 恵

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。

親子クッキング
講師・・・玉谷 智美

(管理栄養士)

メニュー
・七夕サラダそうめん
・くまさんお豆腐ハンバーグ
・シュワシュワサイダーゼリー

七夕にちなんだメニューです。
天の川が思い浮かぶ爽やかなゼリーのデザート。
皆さんで充実した食体験を楽しみましょう。

参加費・・・大人1人４００円・子ども1人３００円
要予約・・・先着２４名まで 電話予約可

締切７/２（火）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・お茶

６日 （土） １０：００～１：００
（４才～未就学児親子）

プール遊び

遊戯室のウッドデッキに用意した大きな
ビニールプールで遊びます。
開放時間内で、都合がつく時間に
遊びに来て下さい。

２３日（火）、２６（金）、３１日（水）

１１：００～３：００

・プールに入れるのは３才以下のお子さんです。
・保護者の方は、そばに付き、目を離さないで下さい。
・水着を着用して下さい。
・オムツが取れていないお子さんは、
水遊び用紙オムツを必ず使用して下さい。
・体調不良、又伝染の恐れがある疾患のお子さんは
利用出来ません。

（３才以下）



１８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 ： 「かき氷」をします。
＊必ずおうちの人に言ってから来てね。

３日（水）・１０日（水）

１０：００～１２：００
＊２回連続講座

新米ママのふれあいタイム

（３ヵ月～１０ヵ月の乳児と保護者）
＊西谷地区の方のみ第２子以降の参加可

保健師さん（３日）、栄養士さん（１０日）による
子育て相談と赤ちゃん体操やふれあいタイム
があります。

アイスクリーム作り

１３日（土） １：３０～２：３０
（小学生）

参加費・・・２００円
要予約・・・先着１２名
締 切 ７/１０（水） 午後５時まで
持ち物・・・お茶、エプロン、三角巾、

手拭きタオル

冷凍庫を使わないで、
手作りのアイスクリームを作るよ。
ぜひ参加してね。

先 着・・・１０名
持ち物・・・母子手帳、バスタオル、

水分補給のためのお茶

月１回ありますよ！お楽しみに♪

〜看護師ミニ講座～

ちびっこ水遊び
２４日（水） １０：３０～１１：３０

（未就学児）
雨天中止

芝生広場で、水鉄砲、水風船、シャボン玉
などで楽しい水遊びをしましょう。

場 所・・・芝生広場
持ち物・・・タオル、着替え、帽子、

ビーチサンダル

※遊び道具はこちらで用意します。

西谷児童館
子育て応援講座 第２弾

子どもの腹痛について、受診するタイミング

や対処法を学びましょう。

個別相談、質疑応答も出来ます。

託児予約 ・・・先着１０名（無料）

締切 ７／１４（日）午後５時まで

保護者のためのお楽しみクッキング
講師・・・秋田 智春

(食育指導士)

休日ランチ♪トマトの洋風親子丼 他

１２日 （金） １０：３０～１２：３０

（保護者）

参加費・・・２５０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７/７（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。

１7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 看護師

「子どもの腹痛」



～８月の予定～
２日（金） １０：００～１２：００

おはなし広場

２日（金） １０：３０～１１：００

子育て広場

４日（日） ２：００～４：００

児童館夏まつり

※選挙日程によっては8/10(土)に変更

８日（木） １０：３０～１１：３０

なかよし広場「スイカ割り」

９日（金） １：３０～３：３０

映画上映会

１５日（木） １０：３０～１１：１５

リトミック

１７日（木） １：３０～２：３０

ハンドメイド教室

２１日（水） １１：００～１：００

流しそうめん

２２日（木） ５：３０～７：３０

中高生タイム

２３日（金） １０：００～１２：００

歯科相談・子ども健康相談

２８日（水） １０：３０～１１：３０

親子ヨガ

＊ ７日（水）、２０日（火）、２９日（木）

プール遊び（１１：００～３：００）

※変更になる場合があります。

「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

２６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

☆親子のおはなし広場
５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気軽にご相談して下さい。

（どなたでも）

西谷児童館夏まつりのお知らせ

８月４日（日） ２：００～４：００
※選挙日程によっては８/１０(土)に変更になります。

西谷児童館まつりを開催致します。

毎年恒例のお化け屋敷や子ども屋台を予定しています。

お楽しみに！

＊お手伝いをしてくれる中学生、高校生を募集しています。

７月２０日（土）までに西谷児童館にお問い合わせ下さい。

（９１－０７３５）

・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。


