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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
　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　https://www.nisitani.com/jidoukan/

★混雑時は利用制限（時間・人数）を行う場合があります。
★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プログラムを中止する場合があります。
★プログラムの開始時間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。

＊＊＊＊＊新型コロナウィルス感染拡大防止のためのお願い＊＊＊＊＊

咳、鼻水、のどの痛み等の風邪の様な症状がある方も現在は児童館の利用はお控えいただいております。

ブログ

ホームページ

＜予約の必要なプログラム＞
・なんでも話せるにしたに☆ひろば出前相談（コミセン希望西谷へ）

・リトミック ・ピザを焼こう！

・親子クッキング ・お茶席体験

・なかよし広場「小麦粉粘土」 ・動く・こどもの館号

ハンドメイドクラブ（小学生以上）

3:30～4:30



　

なんでも話せるにしたに☆ひろば
出前相談

なかよし広場

１０日（木）１０：３０～１１：１５

（４才以下と保護者）

講師…木幡 恵

リトミック

２４日（木）１０：３０～１１：００

（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。

＊要予約・・・先着８組

＊締 切・・・６日（日） ５：００

歯科相談

２５日（金） １０：３０～１１：３０
（どなたでも）

国保診療所 歯科衛生士
歯磨き指導やお口の様子も見て下さいます。

協力：西谷地区まちづくり協議会福祉部会

～地域子育て支援拠点事業について～

児童館では、「地域子育て支援拠点事業（子育てひろば）」
として就学前の親子の交流の場、子育て相談、子育て情報
の提供、各講座等を実施しています。どうぞお気軽にご利
用下さい。

４日（金） １０：００～１２：００

対象・・・障碍のある（又は疑いのある）お子さんとその家族

宝塚市の障碍者（児）のための相談支援事業所より

社会福祉士・精神保健福祉士の方に出前相談に来て

いただきます。

相談を希望される方は事前予約の上、ご来館下さい。

予約お問合せ先

０９０－５６５１－７８０１（コミセン希望西谷）

月曜日～金曜日９：００～５：３０

共催 西谷地区まちづくり協議会福祉部会

＊気になる事や心配事をご相談下さい。

「小麦粉粘土」

小麦粉粘土を作って遊びましょう。
材料は児童館で用意します。

＊要予約・・・先着４組

＊締 切・・・２２日（火） ５：００

親子クッキング

20日（日） 10：30～1:00
（４才～小学３年生の親子）

講師・・・玉谷 智美

（管理栄養士）

参加費・・・１人２５０ 円

要予約・・・先着４家庭

締 切・・・１１/１５（火）５：００

持ち物・・・お茶・ハンドタオル・ふきん

エプロン・ 三角巾・ マスク

メニュー

とりさんおにぎり・棒ギョーザ

さつま芋サラダ・キャラメルプリン



ピザを焼こう！

２７日（日）１０：３０～１２：３０
（小学生以上)

お茶席体験
３０日（水）３：３０～４：３０

（小学生以上）

ハンドメイドクラブ

お茶席を体験してみませんか？

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

持ち物・・・お茶室に入るため履き替えの靴下を

持ってきてください。

「秋のクラフト」

１６日（水）・１７日（木）

３：３０～４：３０
(小学生以上）

中高生タイム

みんなでお喋りをしたり、遊びましょう！

必ずお家の人に言って

からきてね。

２５日（金）５：００～７：００

参加費・・・1人２００円

要予約・・・先着１０名

締 切・・・１１/２２（火）５：００

持ち物・・・お茶・ハンドタオル・ふきん

エプロン・三角巾・マスク

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５：００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。

落ち葉や木の実を使った工作

（中高生）

第17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」は子どもがつくる、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！

中高生スタッフと一緒に素敵なまちをつくろ～♪

市民として参加してね！！

日時 ：令和4年12月17日（土）12：30～16：00、18日（日）12：30～15：30

場所 ：フレミラ宝塚（大型児童センター）

対象 ：小学2年生～18歳まで（宝塚市在住・在学）

参加費 ：無料

定員 ：250名（先着順）

参加方法：事前申し込み ※保護者の方へ※事前申し込みは11月26日(土)からフレミラ宝塚、各地域児

童館・子ども館 (平井児童館を除く)にて受け付けが始まります。11月中旬頃に各小学校で配

布する参加申し込み書に、参加したい日（いずれか1日）を選んで申し込んでください。申し込

み書は上記受付場所でも配布します。定員になり次第、受付を終了します。



　　

・当面の間、マスクの着用、手指消毒をお願いします。

・新型コロナウイルス、インフルエンザ等、出席停止とされる感染症と診断された場合や、同居人や

身近な人に感染を疑われる人がいる場合は利用できません。

・お子様の学校・園で、学級や学年閉鎖している間は、利用できません。

・感染症の症状（発熱・鼻水・咳・喉の痛み・腹痛・下痢・嘔吐等）体調不良がある場合は、利用を控えて

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。

・ホールは西谷会館の施設であり、児童館スペースではありません。

なお、団体でホールをご利用になる場合は、 西谷会館（０７９７－８３－５８１０）にご予約の上貸し切り

（有料）にてご利用下さい。遊び道具は児童館の物をお貸しします。

・芝生広場に遊びに出るお子さんが増えています。児童館は館内施設のみのため外での遊びに見守り

はありません。外での遊びは個人の責任であることをご了承下さい。

・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。

１日（木）１１：００～１２：００ 動くこどもの館号

２日（金）１０：００～１２：００ なんでも話せるにしたに☆ひろば

７日（水）１０：３０～１１：００ なかよし広場「クリスマスの飾り作り」

１１日（日） １：３０～ ３：００ クリスマスのお菓子作り

１４日（水） ３：３０～ ４：３０ ハンドメイドクラブ

１５日（木） ３：３０～ ４：３０ ハンドメイドクラブ

１５日（木）１０：３０～１１：１５ リトミック

１７日（土）１２：３０～ ４：００ ミニたからづか（フレミラ宝塚）

１８日（日）１２：３０～ ３：３０ ミニたからづか（フレミラ宝塚）

２０日（火） ５：００～ ７：００ 中高生タイム

２３日（金）１０：３０～１１：３０ 歯科相談

２７日（火） １：３０～ ２：３０ お正月飾り作り

２８日（水） ３：００～ ５：００ 大そうじ

休館のお知らせ １２月２９日（木）～１月３日（火）は西谷児童館は休館です。

☆変更になる場合があります。

１２月の予定

動く・こどもの館号

１２月１日（木） １１：００～１２：００

（４才以下と保護者）

県立こどもの館から活動指導員の

方々に親子のふれあい遊びをしてい

ただきます。

要予約・・・先着１０組

締 切・・・１１月２５日（金）５：００


