だんじょうじどうかん

２月

〒６６３－８００６ 西宮市段上町２丁目１０－２３ TEL０７９８－５３－８３０３

利用者カードの更新をお願いします。

・開館時間 午前１０時～午後５時 日曜日、祝日はお休みです。
・西宮市に大雨・洪水・暴風等警報発令時、臨時休館となります。
※９時の時点で発令された場合は、午前中の行事・イベントは中止となります。
・大地震などによる災害時の避難場所は、段上西小学校・段上小学校です。
・当館には駐車場がありません。車での来館はご遠慮ください。

月

火

前年度のカードは使えません。

・おかし、ジュース、おもちゃ、カードゲーム、ゲーム機、
お金などは持ってこないようにしましょう。
・カードゲームでは遊べません。
・自転車を置く場所が少ないので、近くの人はできるだけ歩いてきてください。

水

木
1

感染拡大防止のため、次に該当する場合は児童館を利用できません。

金
自由参加

赤ちゃん広場

★インフルエンザや感染症胃腸炎にかかっている。⇒医師の許可が出るまで利用できません。
★学級閉鎖・年閉鎖・学校閉鎖⇒閉鎖対象となったお子さんは、感染していなくても利用できません。
児童館は、不特定多数の利用者がいること、抵抗力の弱い乳幼児も利用する
施設であることをご理解いただき、感染拡大防止にご協力をお願いします。

１０：３０～１１：３０

自由参加

6

自由参加

なかよしぱーく

なかよしぱーく

１０：３０～１１：３０
０歳～

１０：３０～１１：３０
０歳～

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

12

振替休日

要申込

女性健康講座
１０：３０～１１：３０
０歳～
ドッジボール４：００～ 小学生
自由参加

20

ひらけごま

自由参加

よちよち広場

１１：００～１１：３０

１０：３０～１１：３０
０～２歳

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

要申込

27

要申込

8

おやこであそぼ

自由参加

9

４：００～
小学生

要申込

10

予約制

ちびっこあそび

音楽びっくり箱

１０：００～１１：３０
０～４歳

１０：３０～１１：３０
Ｈ２７．４．２～Ｈ２８．４．１

２：００～
（１：４５～開場）
幼児～
※ドッジボールはありません。

ドッジボール４：００～ 小学生

16

要申込

はっぴーママ

１０：３０～ Ｈ２４.４.２～Ｈ２７.４.１

はっぴーママ 要申込 17
将棋会 自由参加
１：００～２：００ 幼児～
「お話とピアノで楽しむ
絵本の世界」
要申込
何つくる？
１０：３０～１１：３０
「羊毛フェルトのブローチ」を作ろう！
２歳～
３：００～ 小学生

４：００～ 幼児～
ひまわりタイム ４：００～

「ベビーマッサージ」
１０：３０～１１：３０
０歳

※ドッジボールはありません。

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

※ドッジボールはありません。

21

22

23

24

自由参加

１０：３０～１２：００
０～２歳

自由参加

３：３０～４：５０ 小学生
ひまわりタイム ４：００～

28 はっぴーママ

要申込

クローズアップ親子共育

１０：３０～１１：３０ ０歳～

ドッジボール大会

要申込

11

建国記念の日

自由参加

15

自由参加

4

ドッジボール

おひさま広場

14 おやこであそぼ
マンカラ大会

日
自由参加

※ドッジボールはありません。

ドッジボール４：００～ 小学生

会員制

3

自由参加

ドッジボール４：００～ 小学生

育休ママ広場

０歳～

26

会員制

１０：３０～
Ｈ２４.４.２～Ｈ２７.４.１
ひまわりタイム ４：００～
小学生
なわとび検定 ３：３０～３：５０

13

19

7

（平成２９年４月～平成３０年３月）

４：００～４：５０ 幼児～
ドッジボール４：００～ 小学生

5

要申込

１０：３０～１１：３０
Ｈ２７．４．２～Ｈ２８．４．１

節分会

利用申込書は１年限り有効です。

土

2 ちびっこあそび

０歳

平成２９年度の登録をお願いいたします。

西宮市地域保健課

自由参加

乳児健康相談

将棋会

０～１３ヶ月未満
受付１０：００～１０：３０

１：００～２：００
幼児～

（計測のみは、１１：００まで）
ドッジボール４：００～ 小学生

3/1

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

要申込

スマイル子育て相談

おやこたいそう

「ベビーダンス」１０：３０～１１：３０

おやこたいそう

１１：００～１２：００
０歳～就学前の幼児の保護者

１０：３０～１１：３０

首が座った３ヶ月～１２ヶ月

１～２歳

えほんの森 ４：００～幼児～自由参加

１０：３０～１１：３０
６～１３ヶ月

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

ドッジボール４：００～ 小学生

ひまわりタイム ４：００～
ドッジボール４：００～ 小学生

☆絵本の貸出をしています。
一人２冊、１週間借りられます。
☆アースレンジャーの認定をしています。
☆毎週水曜日の関学ボランティア「学童保育ひまわり」の
お兄さんお姉さんと楽しく遊びましょう。

18

25

マンカラ大会
節分会

なわとび検定

２日（金）
４：００～４：５０
幼児～ 自由参加

５日（月）～９日（金）
３：３０～３：５０
小学生 自由参加

１４日（水）
４：００～４：５０
幼児～ 自由参加

みんなであそぶよ！！
＊ドッジボールは ありません。

１０日（土）
２：００～（１：４５～開場）
幼児～
（予約制）

マンカラのルールのわかる子が
参加出来ます！
大会までにマンカラで遊んで
ルールを覚えよう！
みんな参加してね！

なわとび名人を目指そう！！
みんな挑戦してね！

※ドッジボールはありません。

将棋会

何つくる？

１７日・２４日（土）
１：００～２：００
幼児～ 自由参加

「羊毛フェルトのブローチ」を作ろう！

北出先生に将棋を教えてもらおう！

２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着２０名 電話可（本人のみ）

１７日（土） ３：００～

プ ロ グ ラ ム
「ビビディバビデブー」
「美女と野獣」
オカリナとピアノ
ハウルの動く城より
「人生のメリーゴーランド」他

きくるす

ダンス＆シング

ＪＣ☆

小学生

＊ドッジボールはありません。

「星に願いを」
「ともだちになるために」

ドッジボール大会
２８日（水）
３：３０～４：５０
小学生 自由参加

Ｄ・Ｊ・５

えほんの森
２８日（水）
４：００～
幼児～ 自由参加

参加したい人は３：２０までに集合してね！

「夢をかなえてドラえもん」
「エビカニクス」
「アンパンマンのマーチ」 他

甲武中学校ＰＴＡコーラス
ドルチェ

甲武中学校吹奏楽部

※曲名は変更になることがあります。
楽しいお話の時間です！

優勝目指して頑張ろう！
２月１日（木） １０：００～ 申込受付
電話可（本人のみ）
※ドッジボールはありません。

児童館へ遊びに来ませんか？
ほっとひといき
児童館ではいろいろな子育て支援事業をしています。参加してみてくださいね！

ママとこどもの子育てひろば

ちびっこあそび
赤ちゃん広場
皆で集まりませんか？
おしゃべりをしたり、子どもと
一緒にお友達作りをしませんか？
ぜひ、参加してね！

対象：Ｈ２７．４．２～Ｈ２８．４．１生まれ
２日（金）
１０：３０～１１：３０
・親子遊び

１日（木）
１０：３０～１１：３０
０歳
自由参加

女性健康講座
「助産師による女性のからだのお話し」
～乳がん触診モデル体験あり～

９日（金）
１０：３０～１１：００
・親子遊び
１１：００～１１：３０
・「絵本の読み聞かせ」
ひらけごまの図書ボランティア
によるお話しです。

２月１日（木） １０：００～ 申込受付 先着２０組
電話可（本人のみ）

はっぴーママ
親子でスキンシップを深めよう！
講師：元山 由起子先生

１３日（火）
１０：３０～１１：３０
０歳～

１５日（木）
１０：３０～１１：３０ ０歳
持ち物：バスタオル
２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着２０組 電話可（本人のみ）

クローズアップ親子共育
育休ママ広場
育休中のママ。皆で集まりませんか？
おしゃべりをしたり、子どもと一緒に
お友達作りしませんか？
ぜひ参加してね！

２１日（水）
１０：３０～１１：３０
０歳～ 自由参加

子どもを育てる魔法の言葉
（傾聴と話す技術）
講師：久野 アイ子先生
２２日（木）
１０：３０～１２：００
０～２歳
２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着２０組 電話可（本人のみ）

社協段上西分区主催
子育て支援
地域子育てサロン

おもちゃで遊んだり、お友達作りの場です。
絵本の読み聞かせの時間もあります。
５日（月）
１０：３０～１１：３０
０歳～
自由参加

６日（火）
１０：３０～１１：３０
０歳～
自由参加

１１：００～１１：３０
図書ボランティアによる
エプロンシアターや絵本の
読み聞かせなどあります。

１１：００～１１：３０
北口図書館、
図書ボランティアによる
エプロンシアターや絵本の
読み聞かせなどあります。

ひらけごま！

「ベビーマッサージ」

健康について考えてみましょう！

２月１日（木） １０：００～ 申込受付 先着２０組
電話可（本人のみ）

なかよしぱーく

図書ボランティアによる
楽しいお話の時間です。

１９日（月）
１１：００～１１：３０
０歳～
自由参加

西宮市地域保健課

乳児健康相談
体重、身長測定、栄養相談、
育児相談などができます。
２３日（金）
受付１０：００～１０：３０
０～１３ヶ月未満 自由参加
（計測のみは、１１：００まで）

おひさまひろば
おしゃべりをしたり
情報交換できる楽しい場です。
気軽に遊びに来てね！

８日（木）
１０：００～１１：３０
０～４歳
自由参加

子育て総合センター・地域保健課共催

子育て講座 よちよち広場
保健師・歯科衛生士・栄養士などによる
テーマごとのお話や、指導員による
親子遊びを行っています。

２０日（火）
１０：３０～１１：３０
０～２歳 自由参加
「こころの育て方」
カウンセラーの話

「スマイル子育て相談」
子育てについての不安や悩みを
西宮市立保育所長に相談できます。
第３回

２月２６日（月）
１１：００～１２：００

０歳～就学前の幼児の保護者
相談したい人は予約が必要です。（電話可）
詳しくは児童館までお問い合わせください。

おやこたいそう

はっぴーママ

平成３０年度
「ちびっこあそび」 参加者募集のお知らせ

「ベビーダン

身体を動かしてリフレッシュしましょう！
親子のスキンシップを楽しみましょう！

講師：美川 彩先生
講師：永井 イツ子先生
２７日（火）
１０：３０～１１：３０
１～２歳

４月から「ちびっこあそび」が会員制に変わります。
２月１日（木） １０：００～
申込受付 先着２０組
電話可（本人のみ）

２８日（水） １０：３０～１１：３０
首が座った３ヶ月～１２ヶ月
持ち物：抱っこひも、飲み物（母子用）

内容
開催日・時間

薄着で脱ぎきしやすく、動きやすい服装で参加してください。
２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着３０組 電話可（本人のみ）

靴下が脱げるようにしてください。(タイツ×）

・日本ベビーダンス協会認定
ベビーダンスインストラクター、キッズ★ベビーダンスインストラクター
伊丹・豊中で定期レッスン開催。
保育園、子育てサークルに出張レッスン。
・ロイヤルセラピスト協会指定スクール ディアハート主催。
ベビーマッサージ、ファストサイン、ベビースキンケアの教室と資格取得スクール。

はっぴーママ
おやこたいそう

２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着３０組 電話可（本人のみ）

３Ｂ体操・リトミック・お話・その他の季節行事など
金曜日（変更あり）
１０：４０～１１：３０ 約５０分 年２０回
西宮市在住の平成２８年４月２日～平成２９年４月１日までの
幼児と保護者
約３５組

☆ ３月1日（木）から３月３１日（土）までに段上児童館に来て申込してください。
☆ 先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。
☆ 幼稚園や保育園に通っていない幼児にかぎります。

～お話とピアノで楽しむ絵本の世界～
楽しいひとときを親子で過ごしてみませんか！
素敵な時間が始まります♡♡

親子のスキンシップを楽しみましょう！

３月１日（木）
１０：３０～１１：３０
６～１３ヶ月
持ち物：バスタオル

対象年齢
募集人数

美川 彩先生のプロフィール

講師：小田桐 千恵子先生

段上児童館では、幼児を対象とした子育て支援活動を行っています。 親子体操や遊びを通して、
スキンシップを深め友達作りの楽しさを味わっていただく場にしたいと思っています。
３０年度、１年間参加できる親子を募集します！
みなさんの参加をお待ちしています。

１６日（金）
１０：３０～１１：３０
２歳～

講師：アサクル

お話

♪来栖 史江先生

ピアノ ♪麻本 美里先生
♡今年で結成１０年目になります♡
２月１日（木） １０：００～ 申込受付
先着３０組 電話可（本人のみ）

♬アサクルのプロフィール♬
♪来栖史江先生
千葉県浦安市出身。大妻女子大学国文学科卒業後、ＳＢＳ静岡放送入社。
アナウンサーとしてＴＶ・ラジオ・イベントと幅広く担当。
関西に移り、フリーアナウンサーに。
ＮＰＯ法人「絵本で子育て」センター絵本講師。

♪麻本美里先生
３歳でピアノを始め、７歳よりヤマハジュニア科専門コースに在籍。
作曲・アレンジなど学ぶ。大阪音楽大学器楽科ピアノ専攻卒業。
現在はピアノ講師、採譜、ピアノ伴奏、（主に管楽器、打楽器）を務める一方で
各地の邦楽演奏会でキーボードの伴奏も行う。

