
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染予防の為、引き続き人数と時間を制限してご利用いただいています。 

滞在時間は山本山手子ども館・ひばり子ども館は 1日 2時間、中山台子ども館は 1日 1 時間です。 

検温、手洗い、マスク着用にご協力をお願いいたします。 

 

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） 
子ども館は第６ブロック子ども館協議会（山本山手・ひばり・中山台の３コミュニティ）が運営しています 

休館日・日祝日・年末年始・気象警報発表時・地震発生時 
★午前 9:00 の時点で宝塚市に気象警報発表時は、終日休館です 
★前日 17:00～当日 8:30 までに宝塚市に震度 5 弱以上の地震が発生した場合は、終日休館です 

～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。 お気軽にご相談ください。 

 子ども館ブログ＊https://kodomokan.blog.ss-blog.jp/ 
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食べじたぶる

出張‼ミニづかフェス 
今年の「ミニたからづか」は子ども館にやってくる「出張‼ミニづかフェス」という形でするよ！ 

中高生スタッフと一緒に楽しい遊びやモノづくりをしましょう。 

☆日時：3月 27日（土） ①13:00～14:00 ②14:45～15:45   ☆会場：山本山手子ども館 

☆募集人数：各回 60名  ☆対象：小学 1年生～18歳の人  

☆申込み：3月 6日（土）10:00～中山台桜台・中山五月台・長尾台・山手台小学校区の在住・在学の児童 

      3月 13日（土）10:00～各回、定員に達していない場合、市内在住・在学の児童 

詳しくは、公立小学校で配布された「出張‼ミニづかフェス」参加者募集チラシを見てね！ 

申込み・問合せは山本山手子ども館まで ☎0797-89-3322 

 

子どもリーダーも募集中！ 

（4 年生以上～18 歳） 

詳しくは子ども館まで 

お問合せください 

３月 

https://kodomokan.blog.ss-blog.jp/


下記のプログラムの申込み（予約）は３／１（月）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。 

遅れて来られる場合も開始の１０分前までにはご連絡をお願いいたします。 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベントは中止する場合があります 

 

う・さ・ぴょん 
３月１６日（火）10：30～11：30 

かんたん工作♪ 

春の工作をしましょう 

☆定員：1歳児の親子１０組 

（前半・後半５組ずつ分けて行います） 

☆持ち物：なし 

おたんじょう会 
３月９日（火）10：30～11：15 

３月生まれのお友達の 

おたんじょう会をします！ 

☆定員：３月生まれの未就園児の親子 

☆持ち物：撮影したい方はカメラ 

ちょき・ぺた・だいすき 
３月２３日（火）10：30～11：30 

ハサミやのりを使って 

春の工作をしましょう♪ 

☆定員：２歳以上の未就園児の親子１０組

（前半・後半５組ずつ分けて行います） 

 ☆持ち物：なし 

新型コロナウイルス感染予防の為、引き続き人数と時間を制限してご利用いただいています 

滞在時間は１日２時間です。検温、手洗い、マスク着用にご協力をお願いいたします 

体調の悪いときはお家でゆっくり休みましょう。元気になったら遊びにきてね！ 

育てて食べよう！ 

食べじたぶる 
３月 8日（月）～3月 13日（土） 
自分で植えたジャガイモの苗を 

収穫まで育ててみませんか？ 

植えてから約 100日間お世話をしてください 

期間中いつでも植え付けに来てね。 
お世話（水やり・草抜き）も自由に来てください 

 

☆定員：先着 10組（要予約） 

乳幼児から小学生までどなたでも 

◆今月の自由工作 

「新聞フリスビー」を作って飛ばそう！受付で声をかけてね 

◆卓球ができる日 

3月 1・2・5・8・9・12・15・16・19・22・23・26・29・30 

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 

出張!!ミニづかフェス 
3月 27日（土） 

午前中は準備のため、遊戯室スぺースを制限しますの

で 2 組程度しか遊べません。午後からはミニづかフェ

スにお申込みの方のみ利用可能です。（乳幼児は利用で

きません） 

※ひばり・中山台子ども館は通常通り開館します！ 



看護師ミニ講座 

「阪神北広域こども急病センター」より看護師さんにお越しいただき 

講座を開催します。お子さまと一緒に気軽に聞きに来てください♪ 

「おむつかぶれと皮膚ケア」 

3 月 16 日（火）11：00～11：30 

未就園児と保護者の方対象。 

予約受付中。先着 7 組。 

 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 

子ども館は第６ブロック子ども館協議会（山本山手コミュニティ、コミュニティひばり、中山台コミュニティ）が運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新型コロナウィルス感染防止のため、3 月のプログラムが変更または  

中止になる事があります。 

◎消毒や換気など感染防止対策を心掛けています 

「おおきくなったかな♪」 

毎月身長・体重をはかってみませんか 

計測の後読み聞かせ 

申し込み不要。未就園児対象 

毎週木曜日 

10：00～11：00/13：00～16：00 

（所要時間は約 10分） 

 

バースデイフォト 
 

お誕生の月に来てくれたお友だち、 

スタッフにお声掛けください。 

記念写真とバースデーカードをプレゼント♪ 

ご希望の方は手形も押せますよ 

申し込み不要。未就学児対象。 

10：00～11：00/13：00～16：00 

 

「出張!!ミニづかフェス」子どもリーダー募集 

ミニたからづかは、子どもたちが考えてつくる子どもたちのまちです。 

今回は、新型コロナウィルス感染防止のため、いつものようなミニたからづかではなく、地域児童

館・子ども館に分散する「出張!!ミニづかフェス」に形を変更して行います。中高生スタッフと一

緒にフェスを運営してみよう！もちろん、子どもリーダーのみんなもフェスで遊ぶこともできま

す。参加したい人は子ども館に置いてある申込書を見てください。申し込み受け付けは山本山手子

ども館です。 

★3/13 顔合わせ・フェスの説明、3/27 出張!!ミニづかフェス２日間とも参加できる方。 

★対象：小学 4 年生以上～18 歳未満  募集人数：各児童館・子ども館先着６名 

★募集期間：２月１３日～３月１０日（募集人数に達した場合、受付終了） 

 



 

ひばり こどもかん 
〒６６５－０８０７ 宝塚市長尾台１－１ ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７２－７５９－３７７０ 

下記要予約イベントは 1 日 10:00～から来館またはお電話にて受付です。 

【今月の工作】 
『思い出とじこめるしおり作り』好きな絵や写真など

をラミネート加工のしおりにできます 

『かぎ針道場』くさり編みから始めよう 

編み物ができると楽しいよ 

『ミサンガ道場』めざせ！ミサンガ職人 

三つ編みの編み方や『輪結び』など 

 

食のなんでも相談 
３月 10 日（水）１１：００～要予約 

離乳食や幼児食の事を 

管理栄養士の先生に気軽に 

相談することができます。 

おたんじょうび会 

３月 10 日(水)10:30～11:00 要予約 

対象：２月３月生まれの未就園児 

みんなで、おたんじょうびの 

おともだちをお祝いしましょう♪ 

身体測定もできます。  

  

 
色を塗ったり、お絵かきをしたりして、近くの子ども館にもってきてね 

 

あかちゃんふれあいあそび 

３月 1６日(火)1１:０0～11:３0 要予約 

対象：０歳の赤ちゃんと保護者（定員４組） 

親子でふれあいあそびや、赤ちゃんの 

簡単おもちゃ作りなど、ほっこりした 

時間を過ごしましょう。 

 


