しおせじどうセンター

12月
月

〒669－1134 西宮市名塩新町１番地 TEL0797－61－1710

火

水

木

・開館時間 ４月～９月→１０：００～６：００ １０月～３月→１０：００～５：００
休館日 日曜日・祝日・国民の休日・年末年始
・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。）
・台風や地震が発生した場合は、災害警報が発令されていなくても臨時休館することがあります。
・大地震などによる災害時の避難場所は、塩瀬公民館・塩瀬中学校です。
・児童センターは、幼児から中学生の子どもたちが遊べるところです。
・お金・おもちゃ・ゲーム機・カード・おかし・ジュースなどは持ってこないようにしましょう。

3

要申込

4

会員制

5

お願い
感染拡大防止のため、次に該当する場合は児童センターを利用できません。

要申込

４：００～
小学生

～１歳児クラス～
１０：３０～１１：１５

１０：３０～１１：１５
０歳からの子どもと保護者

要申込

11

会員制

幼児から 自由参加

自由参加

１０：３０～１２：００
０歳からの子どもと保護者

会員制

小学生

13

おやこであそぼ

自由参加

18

自由参加

生瀬よちよち広場

「絵本タイム」
１０：３０～１２：００
０歳からの子どもと保護者

19

要申込

おやこたいそう

会員制

おやこであそぼ

要申込
20
ＭＥＲＲＹ’Ｓ ＥＮＧＬＩＳＨ

「つくってあそぼう」１０：００～１１：３０
１０：３０～１１：３０
３：００～
０歳から２歳の子どもと保護者 H２８.４.１以前生まれの幼児と保護者 ３：３５～
要申込
場所：生瀬市民館
おはなし会 ４：００～ 幼児から 自由参加 ４：１０～

書道キッズ
３：３０～ 小学生

24

ドッジボール
25

２・３歳の子どもと保護者

４歳から６歳
小学１年生から３年生

４：００～ 小学生 自由参加

26 なかよしぱーく

振替休日

自由参加

27

「アイロンビーズ作り」
１０：００～ 子育て中の母親
※託児あり

8

卓球デー 自由参加

４：００～

9

１０：００～２：００
４歳から（幼児は保護者同伴）

卓球ピンポン 自由参加
２：００～３：００ ５歳から

五色百人一首教室

自由参加

４：００～ 小学生

14 よちよち広場 自由参加
「つくってあそぼう」
１０：３０～１１：３０
０歳から２歳の子どもと保護者
クリスマスリース作り 要申込
４：００～
４歳から（幼児は保護者同伴）

21

要申込

15

要申込

16

クリスマス会
２：００～
幼児から小学生
（幼児は保護者同伴）

22

自由参加

23

将棋教室

おはなしとピアノで楽しむ絵本の世界

１０：３０～１１：１５
０歳からの子どもと保護者
クリスマス会 要申込
２：３０～

28

３：００～ 小学生
自由参加

五色百人一首教室
４：００～ 小学生
天皇誕生日

29

30/31

ドッジボールの
好きな子集まれ！

１２月２９日（土）～１月３日（木）まで休館です。
１月４日（金）から開館します。

４：００～ 幼児から 自由参加

ドッジボール

将棋教室 自由参加

幼児から小学生（幼児は保護者同伴）

「ふれあいあそび」
１０：３０～１２：００
０歳からの子どもと保護者
おはなし会

要申込

自由参加

１０：３０～１１：１５
～１歳児クラス～
１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０
H２８.４.１以前生まれの幼児と保護者
０歳から２歳の子どもと保護者
１０：３０～１１：１５
１歳からの子どもと保護者
クリスマスリース作り 要申込 H２９.４.１以前生まれの幼児と保護者 おはなし会 ４：００～ 幼児から 自由参加
４：００～
ドッジボール
４：００～ 小学生 自由参加
４歳から（幼児は保護者同伴）

17 なかよしぱーく

7
リフレッシュママ

「ちっちゃいさんのクリスマス会」

４：００～

12

おやこであそぼ

6

なかよしぱーく

ドッジボール

2

３：００～ 小学生

親子でヨガ

英語でリトミック

日
要申込

書道キッズ
１：３０～
小学生

☆インフルエンザや感染症胃腸炎にかかっている・・・医師の許可がでるまで利用できません。
☆学級閉鎖・学年閉鎖・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。
児童センターは、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。

おやこであそぼ

10

土
1

中国語であそぼう

H２９.４.１以前生まれの幼児と保護者 おはなし会 ４：００～

金

小学生

自由参加

良いお年をお迎えください。

書道キッズ

将棋教室

中国語であそぼう

１日（土） １：３０～
１７日（月） ３：３０～

１日・２２日（土）
３：００～

３日（月）
４：００～

小学生
講師：日本書学館
小林 恵水先生
各日 １３名 要申込 ℡可 受付中
持ち物：習字セット・新聞紙

小学生 自由参加
講師：高島達雄先生

ドッジボール
４日（火）～７日（金）・１１日(火）～１３日（木）
１８日（火）・１９日(水）・２５日（火）～２８日（金）

１０名

要申込

℡可

５日・１２日・１９日・２６日（水）
４：００～

幼児から

４：００～

小学生
講師：長谷川道久先生

みんなで将棋を楽しみましょう！

おはなし会

小学生

受付中

自由参加

自由参加

名塩おはなし会の方に色々なお話を読んでもらおう！

ドッジボールの好きな子集まれ！

☆中国語で楽しく遊びましょう！

申込についてのお願い

☆初めてでも先生がやさしく教えてくれるよ！

キャンセル待ちの方がいます。
お休みする場合は、電話連絡
をお願いします。

★長谷川道久先生のプロフィール
NHKラジオで中国語講座が始まったころから、中国語に親
しんできました。小学校や中学校で中国から来た子どもた
ちに、日本語を教えたこともあります。中国の人と話したり、

卓球デー

卓球ピンポン

８日（土）
１０：００～２：００
４歳から（幼児は保護者同伴）
自由参加

８日（土）
２：００～３：００
５歳から 自由参加
持ち物：上靴

１グループ３０分交代でできるよ！
友だちやお父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃんも
誘って一緒に卓球を楽しもう！

中国の古い詩を読んだりするのが好きです。

五色百人一首教室

名塩老人会卓球クラブの皆さんが卓球を教え
てくれます。卓球好きな子、興味のある子、お
父さんお母さんも一緒に参加してくださいね！

８日・２２日（土）
４：００～
小学生 自由参加
講師：北六甲台小学校教諭

市川心吾先生
百人一首を楽しく覚えましょう！

クリスマスリース作り
１０日（月）・１４日（金）

参加できるのは
どちらか１日です

４：００～
４歳から（幼児は保護者同伴）
各日２０名

要申込 ℡可

受付中

かわいいクリスマスのリースを作りましょう！

ＭＥＲＲＹ’Ｓ ＥＮＧＬＩＳＨ
２０日（木）
３：００～３：３０

２・３歳の子どもと保護者 １５組

３：３５～４：０５

４歳から６歳 １５名

４：１０～４：５０

小学１年生から３年生 １５名

要申込 ℡可 受付中
講師：井元 真理子先生
メリー先生と遊びながら英語にチャレンジ！
★井元真理子先生のプロフィール

クリスマス会

１５日（土）
２：００～
幼児から小学生（幼児は保護者同伴）
要申込 ℡可 受付中

みんなで
クリスマスを楽しもう！

２１日（金）
２：３０～
幼児から小学生（幼児は保護者同伴）
要申込 ℡可 受付中

☆「すこっぷ」による音楽劇

☆ハンドベル演奏（小学生による演奏）

☆「チャオトゥッティー」による演奏

☆みっくすじゅうすによるミュージカル公演

西宮市出身。子どもたちから「MERRY」の名で親

☆ビンゴ大会もあるよ！

しまれてる児童英語教師。J-SHINEが認定する
英語資格を保有。公立小学校や福祉施設、幼児

★オリジナル音楽劇すこっぷのプロフィール

★チャオトゥッティーのプロフィール

★みっくすじゅうすのプロフィール

英語教室などで幅広く活躍中。

西宮市立名塩幼稚園のママさんサークルから始まり、卒園

今年で結成して１０年になります。音楽を通して、

阪神間の児童館・幼稚園・保育所・ホールなどで多数

後も続けて１５年。絵本を題材にしたオリジナル音楽劇を各

色々な世代の方と楽しい時間を過ごせるように

公演され、賞も多数獲得されています。

施設で披露しています。劇中でゲームをしたり、歌ったり、み

年に数回コンサートを開催しています。

親子で楽しめるとっても楽しいミュージカル公演です。

んなで楽しめるお芝居をと心掛けています。

子育て支援行事
なかよしぱーく
６日（木）

１７日（月）

「ちっちゃいさんのクリスマス会」
１０：３０～１２：００

「絵本タイム」
１０：３０～１２：００

０歳からの子どもと保護者

自由参加

☆クリスマス会を一緒に楽しみましょう！

２６日（水）
「ふれあいあそび」
１０：３０～１２：００

０歳からの子どもと保護者
自由参加
☆ボールプールなどで遊んだあと、
絵本の読み聞かせを楽しみます。

親子でヨガ

リフレッシュママ

５日（水）

７日（金）

１０：３０～１１：1５

１０：００～
「アイロンビーズ作り」

０歳からの子どもと保護者

講師：川本 千恵子先生
２０組 要申込 ℡可 受付中
親子でヨガを楽しみましょう！

１０：３０～１１：３０
「つくってあそぼう」
クリスマスグッズ作りやふれあい遊びや
お母さん同士の情報交換などを楽しめます。

おやこたいそう
１３日（木）

生瀬よちよち広場

１０：３０～１１：３０

１８日（火）

１歳からの子どもと保護者
講師：西宮スポーツセンター
３０組 要申込 ℡可 受付中

１０：００～１１：３０
「つくってあそぼう」

親子で楽しく運動しましょう！

０歳から２歳の子どもと保護者
自由参加

平田 裕子先生のプロフィール
長年にわたり、子どもたちを中心に
英語を教えています。
まちの子育てひろばアドバイザー

１４日（金）
０歳から２歳の子どもと保護者
自由参加

英語でリトミック
０歳から２歳の子どもと保護者
講師：平田 裕子先生
２０組 要申込 ℡可 受付中
英語でリトミックを楽しみましょう！

よちよち広場

川西市在住
健康運動実践指導者資格
高齢者向け運動指導をしています。

０歳からの子どもと保護者 自由参加

１０：３０～１１：１５

※託児あり
アイロンビーズ作りを楽しみましょう☆

川本 千恵子先生のプロフィール

☆おもちゃなどで遊んだあと、ふれあいあそびを
楽しみます。

１０日（月）

子育て中の母親
２０組 要申込 ℡可 受付中

クリスマスグッズ作りやふれあい遊びや
お母さん同士の情報交換などを楽しめます。
場所：生瀬市民館

場所：生瀬市民館

おはなしとピアノで楽しむ絵本の世界

２１日（金）

子育てひろば

♬アサクルのプロフィール♬

１０：３０～１１：１５
０歳からの子どもと保護者
講師：アサクル
お話 来栖 史江先生
ピアノ 麻本 美里先生
３０組 要申込 ℡可 受付中
☆絵本とピアノでクリスマスの世界を楽しみましょう！

♪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・アレンジなどを学ぶ。
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。

毎週月曜日～金曜日
１０：００～３：００

「子育てひろば」は厚生労働省の地域子育て支援拠点の一環です。
子育て中の親子が気軽に集い、子育て支援事業を楽しんだり、
お互いの交流を図るための場として利用できます。
みんなで子育ての輪を広げましょう！

参加募集のお知らせ

「おやこであそぼ ０歳児クラス」

随時募集中！

塩瀬児童センターでは、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

おやこであそぼ（会員制）
１２日・１９日（水）
１０：３０～１１：３０
西宮市在住の
平成２８年４月１日以前生まれの幼児と保護者

おやこであそぼ（会員制）
～１歳児クラス～

職員一同が工夫を凝らして行います。１月から参加できる親子を対象としているため、
会員制とさせていただいています。みなさんの参加をお待ちしています。

内容

体操・遊具を使った運動あそび・歌・リズム遊び・ゲーム
図画工作・お話その他季節の行事

１０：３０～１１：１５

開催日・時間

火曜日 １０：３０～
午前中 約４５分 月1回程度

西宮市在住の
平成２９年４月１日以前生まれの幼児と保護

対象年齢

西宮市在住の平成３０年４月１日以前生まれの幼児と保護者

募集人数

約１５組

申込場所

塩瀬児童センター

４日・１１日（火）

年間を通して参加していただき、
体操・運動あそび・歌・リズム運動
お話・図画工作などを親子で楽しみましょう！

☆ １２月1日（土）から１２月２５日（火）までに児童センターにある申込書に
記入の上、申し込んでください。

