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１１月のよてい

にしたにじどうかんだより１１月号

開館時間 午前９：００～午後９：００ （小学生以下は、午後５：００まで）
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

朝晩ずいぶん寒くなりましたね。
風邪などに気をつけて今月も児童館に遊びに来てね！

※ 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事があります。

＜予約の必要なプログラム＞

・ お茶席体験

・ ピザを焼こう

・親子クッキング

・赤ちゃん中学校訪問



　　

　リトミック

２１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。

親子で運動遊び

１２日（火）１０：３０～１１：１５
（４才以下と保護者）

幼児、児童の体操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て、元気いっぱい運

動遊びをしましょう。

赤ちゃんの中学校訪問

２７日（水）１０：３０～１２：００

（未就園児と保護者）

西谷中学校と生命の教育の一環で行うプログラムです。中学３年生の生徒さんと

一緒に触れ合ったり遊んだりして交流しましょう。

要予約・・・１１/２０（水）午後５時まで

＊西谷中学校（生徒玄関前）・・・１０：２５ 集合

＊集合場所のわからない方・・・児童館１０：１０ 集合

（各自の車で行っていただきます。）

子育て広場

１日（金）１０：３０～１１：００
（４才以下と保護者）

児童館で知り合ったお友達や児童館の職員と
一緒に親子で楽しく遊びましょう。

講師・・・木幡 恵

講師・・・清水 美千代

なわとびパフォーマンス

１０日（日） １：３０〜３：００
（どなたでも）

関西大学ダブルダッチサークルのmix Packageの皆さんが来て下さいます。２本の縄を使って、音楽に

合わせてダンスをしながら跳んだり、かっこいいいパフォーマンスをしていただきます。

大学生のお兄さん、お姉さんと一緒にダブルダッチに挑戦しよう！

皆さんお誘い合わせの上お越し下さいね。

★持ち物・・・体育館シューズ、お茶、汗拭きタオル
★運動しやすい服装でお越し下さい。

お茶席体験

２１日（木） ３：３０～４：３０
（小学生以上）

お茶席体験をしてみませんか？和室で自分で
たてたお抹茶をいただきましょう。

要予約・・・先着１０名 無料

締 切・・・１１／１７（日）午後５時まで

持ち物・・・お茶室に入るため履き替えの

靴下を持って来て下さい。



ピザを焼こう！
３０日（土）１０：３０～１２：３０

（小学生以上）

場 所・・・調理室・芝生広場
参加費・・・1人２００円
要予約・・・先着２０名

締切１１/２２（金）午後５時まで
持ち物・・・お茶・ハンドタオル・ふきん・

エプロン・ 三角巾

何でも話せる
「にしたに☆ひろば」事業

☆親子のおはなし広場

１ 日（金）１０：００～１２：００
（どなたでも）

西谷地区 主任児童委員

＊気になる事や心配事をお気軽にご相談下さい。

☆歯科相談・子ども健康相談
２２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

親子クッキング

２４日（日） １０：００〜１２：００

（４才以上親子）

ドラム缶の窯を使って
ピザを焼くよ！

（雨天の場合は調理室の

オーブンで焼きます。）

＜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。後日受付までお持ち下さい。

中高生タイム

２８日（木）５：００～７：００ （中高生）

友達や児童館職員との遊びやおしゃべりで

放課後のひとときを過ごしませんか。
ティータイムもありますよ。

※必ずお家の人に言ってから来てね。

月１回ありますよ。
のぞいてみて下さいね。

参加費・・・大人１人４００円・子ども１人３００円

要予約・・・先着５組まで 電話予約可

締切１１／１９（火）まで

持ち物・・・エプロン・三角巾・ふきん・お茶

お米１家庭２合

【メニュー】
・とろけるたまごのオムライス
・きのことベーコンのみそ汁

・ころころスイートポテト

・コールスローサラダ

＊日程が児童館だより10月号でお知らせした日程
から変更になっています。

http://nisitani.com/


６日（金） １０：００～１２：００ 親子のおはなしひろば
１０：３０～１１：００ 子育て広場

８日（日） ２：００～ ３：３０ クリスマスのお菓子作り

１１日（水） １０：３０〜１１：３０ なかよし広場
「クリスマスの飾り作り」

１８日（水） １０：３０〜１１：３０ 親子ヨガ

・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。

・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す。児童館の施設ではありません。

・当日の予約状況によっては利用（無料開放）出来ない事があります。

・時間貸し（１時間 １０００円～）での利用が今年度から始まりました。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（有料）の上、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

・ホールの無料開放については状況により時間制限や人数制限をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。

保護者のみなさまへお願い

１２月の予定

１９日（木） １０：３０～１１：１５ リトミック

１９日（木） ５：００～７：００ 中高生タイム

２６日（木） １：３０〜２：３０ お正月ミニ門松作り

２７日（金） １０：００～１２：００ 歯科相談・子ども健康相談

２８日（土） ３：００～ ５：００ 大そうじ

※ 変更になる場合があります。詳しくは児童館だより１２月号でご確認ください。

第１4回ミニたからづか市民募集のお知らせ

～つくる・つなげる・つかむ夢～
「ミニたからづか」は中高生と小学生たちがつくる、子どものまちだよ！！
働くことを学び、まちの仕組みを知る「ミニたからづか」が今年もやってくる！
中高生のお兄さんお姉さん、子どもリーダーと一緒に素敵なまちにしよう♪
さぁ♪みんなもミニたからづか市民として参加してみませんか！？

日 時 ： 令和元年１２月１４日（土）１０：００～１５：００、 １５日（日）１０：００～１５：００

場 所 ： フレミラ宝塚（大型児童センター）

対 象 ： 小学２年生～１８歳未満（宝塚市在住・在学）

参加費 ： 無料

定 員 ： ４５０名(先着順）

参加方法：事前申し込み

（※保護者の方へ※詳しくは、１１月中旬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（※平井児童館では配布しておりません）まで取りに来てください。

２日のうちどちらか１日、参加したい日にちを選んでお申込ください。）


