
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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。 

イベントは中止する場合があります。 

プログラムの申込み（予約）は 5/1（土）10：00～です。 

各子ども館受付またはお電話で受付しています。 

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。 

きらきら親子 ふれあい講座   場所：山本山手子ども館 

６月４日（金）・１１日（金）・１８日（金）・２５日（金） ４回連続講座 10：00～11：50 
大学と共同開発した「親育ちプログラム」を基にした講座です。 

親子遊び、グループワークなどを通して子育てのヒントを見つけましょう 

☆定員：２歳児と保護者 6 組（初めて受講される方で４回連続で参加できる方に限ります） 

☆持ち物：なし ☆参加費：無料、※２歳児の託児は無料、その他に必要な場合は費用が必要 

詳しくは山本山手子ども館へお問い合わせ下さい  ☎0797-89-3322 

☆申込み：5 月 6 日（木）～5 月 27 日（木）まで 

 

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


 

う・さ・ぴょん 
5 月 28日（金）10：30～11：30 

かんたん工作♪『ゾウさん』を作ろう 

 

☆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 
5 月 17日（月）10：30～11：15 

５月生まれのお友達の 

おたんじょう会をします！ 

☆定員：5 月生まれの未就園児の親子 

（前半・後半５組ずつ分けて行います） 

☆持ち物：撮影したい方はカメラ 

      

ちょき・ぺた・だいすき 
5 月 25日（火）10：30～11：30 

『おさんぽ牛さん』を作ろう！ 

☆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！ 

◆今月の自由工作◆   『スピニングボール』を作ろう！ 
 

 

◆卓球ができる日 5/14・17・18・21・22・24・25・28・31 

カレンダー作り（ママが先生） 
5 月 24日（月）10：30～11：30 
毎月お子さんの写真を使ってカレンダーを 

作ります。素敵な成長の記録にしましょう 

6 月のカレンダーを作ります 

☆定員：未就園児の親子 5 組 

 ☆持ち物：写真 1枚 

にっこり赤ちゃん 
5 月 18日（火）10：30～11：30 

栄養相談（離乳食） 

栄養士さんになんでも相談してみよう！ 
☆定員：0歳児の親子（1歳の誕生月まで）10組 

（前半・後半５組ずつ分けて行います） 

☆持ち物：参加カード（お持ちの方のみ） 

下記のプログラムの申込み（予約）は 5／１（土）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 

食べじたぶる 
5 月 15日（土）14：00～15：00 

ナタマメを植えよう！ 

絵本「ジャックと豆の木」の「豆の木」 

のモデルといわれる「ナタマメ」 

を植えて育てよう！ 

☆定員：どなたでも参加OK(予約は不要です) 

 

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 



「工作ＷＥＥＫ 時計を作ってみよう」 

時の記念日（6 月 10 日）にちなんで時計工作しましょう。 

腕時計と置時計から選んでつくってね！ 

 

5/24(月)～5/29(土) 

10：00～11：00／13：00～16：00 

幼児～小学生対象。申込み不要。おひとり 1 つ。 

材料がなくなり次第終了 

 

 

 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、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徹底しています 

「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 

 



 

ひばり こどもかん 
 

〒６６５－０８０７ 宝塚市長尾台１－１ ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７２－７５９－３７７０ 

食のなんでも相談 
５月１２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 

５月１３日(木)11:００～11:３０ 要予約 

対象：４月５月お誕生日の未就園児 

４月５月生まれのお友だちの 

お祝いをしましょう。 

おはなしや体重測定など。 
 

♪ちょっと早くおもちゃを片付ける日♪ 

ハッピータイム 
５月１７，２４，３１日（月曜日）11:４５～１１：５０ 

予約不要 読み聞かせなどのお話 

赤ちゃんタイム 
５月２５日(火曜日)１１：４５～１１：５０ 

予約不要 赤ちゃんもそうじゃない子もいっしょに、親

子で手遊びなどを楽しみましょう♪ 

  

 

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 

赤ちゃんふれあいあそび 

５月１８日(火)11:００～11:３０  

対象：０歳児と保護者 要予約 

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。」 

 

 


