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８月のよてい

にしたにじどうかんだより８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

毎日暑い日が続きますね。夏休み、みんなどう過ごしてるかな？
今月は児童館夏まつりがありますよ！たくさんのお友達を待ってるね。

お
や
す
み

＜予約の必要なプログラム＞

・なかよし広場「スイカ割り」

・ハンドメイド教室
・子ども料理教室「流しそうめん」
・親子ヨガ
・なかよし広場 （９月）



　

８日（木）１０：３０～１１：３０
（未就学児と保護者）

みんなで「スイカ割り」をします。
うまくわれるかな？割ったスイカを
みんなでいただきましょう！
要予約・・・先着１５名

なかよし広場子育て広場

親子ヨガ

２日（金）１０：３０〜１１：００

（４才以下と保護者）

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みん
なで遊びましょう。

２８日（水）１０：３０〜１１：３０
（４才未満と保護者）

ヨガを通してからだの不調を軽減したり、ケ
アを行いながら、からだ作りを教えていただ
きます。お子様と一緒にヨガを楽しみましょう。

◎要予約・・・先着１０名

締切２５日（日）午後５時まで
持ち物・・・バスタオルもしくはヨガマット・

汗拭きタオル・お茶

※前半３０分は保護者のヨガ、後半３０分は親子ヨガを

します。 前半の保護者のヨガをより一層楽しんでいた

だく為に別室で託児をします。（託児料は無料）

※親子ヨガは裸足で行います。ストレッチの効いた動

きやすいズボンで お越し下さい。（ショートパンツ可)

プール遊び

映画上映会

９日（金）１：３０〜３：００
（どなたでも）

「怪盗グルーのミニオン大脱走」
を上映します。
みんな見に来てね！

（３才以下）

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。

７日（水）、２０日（火）、２９日（木） 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。

講師・・・乾 美由紀



　

子ども料理教室
２１日（水） １１：００〜１：００

（小学生）

竹を使って「流しそうめん」をします。

要予約・・・締切８/１７（土）午後５時まで

参加費・・・２００円
持ち物・・・エプロン・三角巾・お茶・ 帽子(戸外での

活動もありますので必ずお持ち下さい )

定 員・・・１０名

※西谷小学校育成会のお友達と一緒に活動します。

★お願い★

・プログラムに参加される方は、開始時間に遅れないように

お越し下さい。
・参加費が必要なプログラムについては、前日午後５時以降

のキャンセルについては、準備の都合上参加費を いただき
ます。 後日受付までお越し下さい。

・かき氷
・ポップコーン
・綿菓子
・ジュース
・ヨーヨー釣り

・えびせんべい
・金魚すくい
・スーパーボール
・あてもの
・ベビーカステラ

ハンドメイド教室
１７日（土） １：３０〜２：３０

（小学生以上）

西谷児童館夏まつり
８月４日（日）２：００〜４：００

（お化け屋敷は３：００〜４：００）
☆金券１枚４０円

金券１枚 金券２枚

・フランクフルト

※ 準備の為、夏まつり開催時間以外は利用できません。
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。

・お化け屋敷・・・無料

中高生タイム

キャップにデコレーションしてオリジナ
ルマグネット作りをしましょう。

・要予約・・・締切８/１４（水）午後５時まで

・参加費・・・５０円

・定 員・・・２０名

「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

気になることや心配事等をお気軽にご相談下さい。

２日（金）１０：００〜１２：００
（どなたでも）

☆歯科相談・子ども健康相談

２３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。

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

２２日（木）５：００〜７：００

※途中参加、退出出来ます。

（中高生）

内容・・・「ミニパフェ作り」
気軽に参加してね！

※必ずお家の人に言ってから来てね。

※内容が変更になる場合があります。



　　

第１４回 ミニたからづかのお知らせ

今年は１２月１４日（土）・１５日（日）にミニたからづ

かを開催します。
またミニたからづか当日、お店での店長（子どもリー
ダー）を９月初めに募集しますのでお楽しみに♬

９月の予定

４日（水） １０：３０〜１１：３０
なかよし広場
「水遊びのおもちゃ作り」

６日（金） １０：００〜１２：００
おはなし広場

１０：３０〜１１：００

子育て広場

１１日（水） １０：３０〜１１：３０

泥んこ遊び

１２日（木） １７：００〜１９：００

中高生タイム

１９日（木） １０：３０〜１１：１５

リトミック

２７日（金） １０：００〜１２：００
歯科相談・子ども健康相談

※変更になる場合があります。

９月のプログラム

なかよし広場

「水遊びのおもちゃ作り」

９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。

持ち物・・・着替え
要予約・・・先着１０名

９月４日（水）１０：３０〜１１：３０

・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。

・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。

（4才以下と保護者）

★保護者のみなさまへお願い★


