宝塚市 第６ブロック子ども館協議会 宝塚市立子ども館 開館時間 10：00～17：00（12：00～13：00 は閉館）
休館日・日祝日 年末年始（午前 9 時の時点で宝塚市に気象警報発令時は、終日休館）
～子ども館は宝塚市在住の０歳～１８歳とその保護者が自由に利用できる施設です～
子ども館ブログ＊http://kodomokan.blog.so-net.ne.jp

新米ママのふれあいタイム
１１月４日（金）・１１月１１日（金）

２回連続講座
10：00～12：00 山本山手子ども館

・赤ちゃんとの スキンシップ、ふれあいあそびの紹介
・ママ同士のコミュニケーションでお友達づくりを！
・子育ての情報交換・助産師さんによる育児相談・栄養士さんによる栄養相談
☆定員：3～10 ヶ月の第 1 子をもつ保護者 15 組
☆はじめて受講される方で 2 回連続で参加できる方
☆持ち物：なし
１0 月１日（土）より山本山手子ども館にて受付中！！
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山手台東 5 丁目
自治会館

山本山手

日

昔あそびクラブ

☆各館のプログラムの申込み（予約）は
１1／1（火）１０：００～です。
受付またはお電話でお申し込み下さい！！
キャンセル待ちの方がいらっしゃるので
キャンセルされる場合は必ずご連絡をお願いいたします

やまもとやまて こどもかん
〒665-0887 宝塚市山手台東 1-4-1

TEL・FAX

0797-89-3322

下記のプログラムの申込み（予約）は 11／1（火）１０：００～です。受付またはお電話で！！
キャンセル待ちの方がいらっしゃるのでキャンセルされる場合は必ずご連絡をお願いいたします

ちょきぺた♪クッキング

おたんじょう会&読み聞かせ

さつまいも de お菓子をつくろう！

11 月 18 日（金）１０：３０～１1：15
11 月生まれのお友達のおたんじょう会
をします！朗読の会「ほのぼの」さんによる
絵本の読み聞かせもあります。
☆定員：11 月生まれの未就園児の親子 １０組
☆持ち物：撮影したい方はカメラ

11 月 15 日（火）１0：3０～１1：３０
さつも芋を使ったおやつを親子で作りましょう
☆乳製品・卵を使用します
アレルギーのある方はご注意ください
☆定員：２歳以上の未就園児の親子 １０組
☆持ち物：材料費１００円・
エプロン・三角巾
タッパー・お茶
お手ふきタオル
コミュニティ共催・パッチワークキッズ
☆クリスマスツリーをつくろう☆
11 月 19 日（土）１4：0０～１6：0０
身近な素材を使ってオリジナルのかわいい
クリスマスツリーを作りましょう♪
☆定員：小学生 10 名
☆材料費：100 円
☆持ち物：なし
☆今月の自由工作
Ｃoko センターの花壇のお花を使ったかわいい
「ドライフラワークラフト」をつくりましょう
☆卓球ができる日 11/1・4・7・8・11・14・15・21・
22・25・26・28・29

にっこり赤ちゃん

離乳食 de パーティ！！
１２月 1３日（火）10：30～11：45
離乳食を持ち寄ってパーティをしましょう♪
栄養士の先生による栄養相談あり。
☆定員：０歳児の親子 １０組
（１歳のお誕生月まで）
☆持ち物：お家で作った離乳食１食分
エプロン・スプーン・フォーク・お茶
ミルク等赤ちゃんの食事に必要なもの
１２月１日（木）から受付開始します！

カレンダー作り （ママが先生）
11 月 21 日（月）１０：３０～１１：３０
カレンダー（11 月）を作りましょう
作ったものは家で使えます
☆定員：未就園児の親子 １０組
☆持ち物：写真 1 枚

元気に楽しく運動あそび！
11 月 22 日（火）１０：3０～１1：3０
親子でいっしょに
体を動かして遊びましょう
☆定員：１歳以上の未就園児の親子 １０組
☆持ち物：お茶・タオル

１２月予告

ジュニア☆クッキング
１２月 22 日（木）14：00～16：00
クリスマスのお菓子を作りましょう
☆定員：小学生１０名
☆持ち物：エプロン・三角巾・タッパー・
お手ふき・お茶
参加費：１００円
１２月１日（木）から受付開始します！

ハロウィンパーティー

+

☆ひばりっこクラブ☆
ぼ
「おやつをつくろう」

予約不要対象：どなたでも
「ハロウィン！おはなし館」（未就園児向け）
１０月３１日(月)１１：00～１１：30

１１月１８日(金)１０：１０～１１：３０要予約対象：2 歳頃
からの未就園児と保護者（１０組）

ハロウィンのおはなしや工作を楽しんで、写真撮影。

親子でいっしょに包丁を使ったり、混ぜたり丸めたりし

「ハロウィン!ゲームの館」

て「フルーツ白玉」「カップケーキ」を作ります。

１０月３１日(月)４：00～４：４０（この間に来館した人）

持ち物：材料費 50 円、ひばりっこカード（ある人）、お

ハロウィンにまつわるゲームをクリアしよう！

手拭き、汚れてもいい服装（エプロン）お茶、フォーク

はぴはぴ！おはなし館
１１月１日(火)１１：２０～１１：５0

将棋倶楽部

「どんなみち こんなみち」のパネルシアターや、季節

１１月５日（土） １０：３０～１１：３０
１１月１９日（土） １３：３０～１４：３０
対象：小学生以上要予約

のお話をします。お楽しみに！

地域の将棋 指導員 の先生と初心者 から経験者 まで

対象：どなたでも予約不要
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楽しく対局しましょう！将棋を覚えると楽しいよ！

「みみ」からの
えいごとよみきかせ
１１月８日(火)１１：２0～１１：５０
対象：どなたでも予約不要
地域のボランティアの方と絵本の読み聞かせや英語
の手遊びなどを楽しみましょう。

あかちゃん❤と ダンス

おたんじょうびかい
１１月１０日(木)１０：00～１１：３０
対象：10 月 11 月生まれの未就園児(対象児の
み)要予約 みんなで手遊びやお話を楽しんで、10
月 11 月生まれのおともだちをお祝いしよう！身体測
定や手形も残せます。

１１月１５日（火）１０：３０～１１：３０
対象：首の座っている 0 歳～1 歳くらいの子と

育児相談

保護者要予約（10 組）赤ちゃんを抱っこして、社交

１２月５日(月)１１：００～１２：００

ダンスのリズムでダンシング！赤ちゃんにっこりママの

対象：どなたでも予約不要個別相談は要予約

運動不足も解消！持ち物：抱っこ紐(両肩で縦抱っこ

「子育てサポートひかり」から臨床心理士の方が来館

できるもの。スリング不可)ママの水筒、汗ふきタオル

されます。お気軽にご相談ください。

「ぐー!ちょき!ぱー!ひろば」４：００～
ウノ、すごろくなどボードゲームを楽しもう

「昔あそびクラブ」３：００～
けん玉・こま・お手玉など練習しよう！

「ハッピータイム」１１：４５～
手遊び、工作、体操…何をするかお楽しみ！

2.4

「食の何でも相談」１１：００～
離乳食・幼児食のことを栄養士さんに相談

1.3.5「赤ちゃんタイム」１１：４５～

ふれあい遊びや読み聞かせなど

なかやまだい こどもかん
〒665-08７7

宝塚市中山桜台２－２－５

TEL・FAX 0797-89-2150

だっこちゃん、集まれ！
11 月 21 日（月） 11：00～11：30
手遊びや読み聞かせ、ママ同士のおしゃべりなど。
身長・体重を計りましょう。
11 月 1 日（火）から予約受け付け。 先着 5 組。

ゲームであそぼう！

小学生Ｔｉｍｅ♫
11 月 25 日 （金） 16：00～16：30

クイズ 「私はだれ？？」

１１月 24 日（木） 16：00～16：30
みんなでトランプやボードゲームなどを
し
ち
して遊ぼう！おともだちをさそってきてね。
小学生以上対象です。
Kogumachanatumare

予約不要です。

予約なしで自由に参加してね。

まれおはなしきこう！
親子でやってみよう！

おたんじょう会
「おたんじょうび会」

11 月 17 日（木） 11：00～11：30
10・11・12 月生まれのお友だち、あつまれ～
手形を押してカードをつくろう！
１１/1（火）から予約受付。先着 5 組

第 11 回「ミニたからづか」のお知らせ

＊＊１２月のお知らせ＊＊

12 月 17 日（土）１０：３０～１６：００

「たのしいクリスマス会」

12 月 18 日（日）１０：３０～１５：００

県民局の先生による、絵本の読み聞か

場所：フレミラ宝塚（大型児童センター）

せや音楽遊びです。

対象：小学 2 年生～18 歳未満（宝塚市在住）

12 月 20 日（火）11：00～11：30

参加費：無料

中山台会館３階。

参加方法：事前申し込み（１１月下旬に小学校

未就園児と保護者の方対象。

で配布します申込用紙をご覧ください。どちら

12/1 より予約受付け。先着 7 組。

か１日の申込みになります。）

月
組。

日より予約受付。

先着

定員：各日先着 400 名

