やまぐちじどうセンター

３月

〒６５１－１４１２ 西宮市山口町下山口４丁目１番８号 ℡078-904-2055

１．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。（４歳未満児は保護者同伴です。）

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。

２．児童センターには、お金・おもちゃ・ゲーム機・カード・おかし・ジュースなどは、持ってこないでね。

★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・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。

３．西宮市に大雨、洪水、暴風警報発令時、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。）
４．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
５．大地震などによる災害時の避難場所は、山口中学校と山口小学校になります。

月

火

水

木
1

保護者の方へお願い

おやこであそぼ

※子どもの安全確保のため、子どもたちの送迎はできるだけ保護者の方が行ってください。
※保護者以外の方が迎えに来られる場合は、必ず子どもに伝えておいてください。
※お迎えの時間についても必ず子どもに伝えてください。
※保護者の付き添いなしで来館する場合、安全な経路を通るようにご指導ください。
※親子で来館された方についても、子どもから目を離さないようにしてください。

5

申込制

6

ベビーマッサージ

自由参加

7

なかよしぱーく

１０：５５～１１：１５ ハイハイからタッチさん
１１：２０～１１：４０ アンヨさん

１０：００～／１１：００～
２歳から４歳の親子

自由参加

育て山口っ子ひろば
１０：３０～１２：００
０歳から就園前の親子

ＰＯＰ ＫＩＤＳ

囲碁・将棋教室
４：００～
小学生

会員制

金
申込制
2
保育園って？幼稚園って？
なあに？

9

申込制

自由参加

１０：３０～１０：５０ ネンネちゃん
１０：５５～１１：１５ ハイハイからタッチさん

１０：００～／１１：００～
２歳から４歳の親子

「こどもの心と絵本」
１０：３０～１１：３０
０歳から２歳の親子

１０：３０～１１：３０
２歳から４歳の親子

おはなしだいすき！自由参加

申込制

自由参加

ＰＯＰ ＫＩＤＳ
19

申込制

20

自由参加

キッズえいご

なかよしぱーく

１０：３０～１１：１５
２歳以上の親子

ふれあいタイム♪
１０：３０～１１：４５
０歳からの親子

自由参加

ＰＯＰ ＫＩＤＳ

申込制

♪スプリングミュージカル♪
andビンゴ大会
開場２：４５ 開演３：００
幼児から（幼児は保護者同伴）
場所：山口ホール

自由参加

27

23

ベビーダンス

申込制

自由参加

ＰＣ★ＦＵＮ
３：３０～
小学生

24

卓球マスター★

１０：３０～１１：４５

自由参加
パソコン ★ ファン

ＰＣ★ＦＵＮ

３：３０～
小学生

首のすわった３ヶ月から２歳未満の親子

３：３０～
小学生

自由参加

けん玉検定in山セン
春分の日
申込制

おやこたいそう
１０：３０～１１：００ ０歳の親子
１１：０５～１１：５０ １歳の親子

28

４：００～
４歳から小学生
申込制

３B体操
３：３０～４：３０
４歳から小学生

29

申込制

あそびの先生
１０：３０～１２：００
一人座りの出来る子どもと親

30

自由参加

18

パソコン ★ ファン

３：３０～/３：４５～/４：００～
４：１５～/４：３０～
幼児から(幼児は保護者同伴）
申込制

申込制

パパとママのヨガ
１０：３０～１１：３０
０歳から４歳の親子

申込制

プリ☆キラ ネイル
「きらきらネイルアートしよう」

22

21

４：００～
小学生

えほんタイム♪
１０：３０～１１：４５
０歳からの親子

ＰＯＰ ＫＩＤＳ

１１：００～ ０歳から

申込制

会員制

自由参加

自由参加 17
16
ちっちゃいさんのおはなし

１１：００～
２歳から４歳の親子

囲碁・将棋教室

４：００～ 小学生
ドッジボール

３：３０～ 小学生
クォーターテニス

15
おやこであそぼ 説明会

「オリジナルボタンを作ろう！」
「毛糸でボンボンを作ろう！」
３：３０～
４歳から小学生（幼児は保護者同伴）

４：００～ 小学生
ドッジボール

なかよしぱーく

申込制

ハンドメイド

１１：２０～１１：４０ アンヨさん

26

ポトフ
１０：３０～１１：１５
１歳から４歳の親子

11

10

おとうさんもいっしょ

（みやたんバッジをつくろう）

14

申込制

パソコン ★ ファン

ＰＣ★ＦＵＮ

よちよち広場

申込制

13

4

おやこであそぼ

みやたんとあそぼう！

ベビーマッサージ

日
自由参加

３：３０～
小学生

３：３０～ 幼児から（幼児は保護者同伴）

12

土
3

１０：３０～１１：３０
子育て中の保護者

３：３０～ 場所：山口分室

会員制

自由参加

４：００～ 小学生
ドッジボール

8

社協山口支部山口分区共催

ふれあいタイム♪
１０：３０～１１：４５
０歳からの親子

１０：３０～１０：５０ ネンネちゃん

会員制

31

自由参加

クーゲルバーンと
ドミノであそぼう

ＰＣ★ＦＵＮ

４：００～４：４５
４歳から小学生

３：３０～
小学生

パソコン ★ ファン

25

日本管財株式会社主催☆西宮市・山口児童センター共催

開催日：８日（木）
３：３０～
対 象：幼児から（幼児は保護者同伴）
みやたんが遊びに来てくれます。
いっしょに写真も撮れるよ！
みやたんバッジも作るよ！
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇）

先着２０名

開催日：１０日（土）
３：００～ ミュージカル
「ながーいなまえのライオン」
４：００～ ビンゴ大会
開場 ２：４５ 開演 ３：００
対 象：幼児から（幼児は保護者同伴）
場 所：１階 山口ホール
出演者：みっくすじゅうす
☆チケット制☆
２月１５日（木）１０：００～
３階児童センターにてチケット配布（無料）
先着１００名

開催日：１３日（火）
３：３０～
対 象：４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）
持ち物：木工用ボンド

開催日：１４日（水）
３：３０～
対 象：４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）
持ち物：木工用ボンド
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 各回先着２０名

＊ミュージカル公演中は児童センターで遊べません。
開催日：３０日（金）
４：００～４：４５
対 象：４歳から小学生

ミュージカルカンパニー みっくすじゅうす
阪神間の児童館・幼稚園・保育所・ホールなどで多数公演され、
賞も多数獲得されています。
親子で楽しめるとっても楽しいミュージカルを公演してくださいます。

自由参加!(^^)!
新しい学年で利用者カードの
更新をしてください。
平成２９年度のカードは使えなくなります。
利用者カードは１年限り有効です。

ポップ

パソコン★ファン

POP

ＰＣ★ＦＵＮ

ドッジボール

山口囲碁同好会・山口将棋同好会の方が、
教えてくださいます。１年間続けられる人が対象です。
初心者から参加できます。

クォーターテニス

開催日：５日・１２日・１９日（月）
４：００～
対 象：小学生

自由参加です（＾－＾）/

囲碁・将棋教室

KIDS

パソコンゲームができるよ！！
開催日：３日・１７日・２４日・３１日（土）
３：３０～
対 象：小学生

いご・しょうぎきょうしつ

キッズ

開催日：２６日（月）
３：３０～
対 象：小学生

開催日：６日・２０日（火）
４：００～
対 象：小学生
会員制

自由参加です(^o^)／

❤参加希望者は、児童センターにお問い合わせください。

おはなしだいすき！

プリ☆キラネイル

キャンセル待ちの方がいるので、
お休みされる場合は電話連絡を
お願いします。（申込分）

図書ボランティアの方が絵本や
紙芝居の読み聞かせをします。
どんなお話が聞けるかな？！
開催日：８日（木）
３：３０～
場 所：山口分室

「きらきらネイルアートしよう」
開催日：１６日（金）
対 象：幼児から（幼児は保護者同伴）
３：３０～/３：４５～/４：００～
４：１５～/４：３０～
各時間２名(先着１０名）

服や靴下などの忘れ物が多数あります。
３月２８日（水）までに取りに来てください。
その後は処分させていただきます。

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇）

自由参加です（＾－＾）/

たっきゅう

けん玉検定in山セン
山口児童センターのけん玉検定にチャレンジ！！
開催日：２２日（木）
４：００～
対 象：４歳から小学生
Myけん玉の持参もOK
自由参加です（＾－＾）/

卓球マスター★
山口ピンポンの方々が卓球を教えてくれるよ！
卓球をしたことがない子も来てね♪
開催日：２３日（金）
３：３０～
対 象：小学生
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着１８名

３Ｂ体操
開催日：２８日（水）
３：３０～４：３０
対 象：４歳から小学生
講 師：植木 祥子先生

コミックランド
毎月マンガの貸し出しをしています♪
詳しくは、先生にきいてね！！
※マンガは児童センターで読んでね。

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着２０名

子育て支援行事

おやこであそぼ

保育園って？幼稚園って？
なあに？

ふれあい遊び・リズム遊び
ゲームや制作・体操を親子で
楽しみましょう！

出前子育てコンシェルジュの方が来られます。
どんなことでもお気軽に聞いて下さい。

開催日：１日・８日（木）
１０：００～
１１：００～
対 象：Ｈ２７.４.１以前生まれの
２歳から４歳の親子
会員制

開催日：２日（金）
１０：３０～１１：３０
対 象：子育て中の保護者

子育てひろば開催中！！ 月曜日から金曜日

なかよしぱーく

ベビーマッサージ
歌やリズムに合わせたマッサージで
スキンシップをはかります。
開催日：５日・１２日（月）
１０：３０～１０：５０ ３ヶ月からのネンネちゃん
１０：５５～１１：１５ ハイハイからタッチさん
１１：２０～１１：４０ アンヨさん

ボールプールやトランポリンなど楽しい遊びがいっぱい！
自由におもちゃで遊びましょう♪
えほんタイム♪…指導員による絵本の読み聞かせの時間があります。
ふれあいタイム♪…指導員も交え、みんなで遊ぶ時間があります。

講 師：松田 美穂先生
持ち物：バスタオル・フェイスタオル

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着２０組

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 各先着６組

随時募集中です（＾－＾）/

西宮市社会福祉協議会
山口支部 山口分区共催

育て山口っ子ひろば
親子で自由に遊び、友だち作りや交流を
しながら、季節の行事にふれあう
イベントなどがあります。
開催日：７日（水）
１０：３０～１２：００
対 象：０歳から就園前の親子
自由参加です（＾－＾）/

（共催：子育て総合センター・地域保健課）

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、指導員による手遊び・リズム遊び・絵本の
読み聞かせ等を行っています。
第１０回目：９日（金）
１０：３０～１１：３０
テーマ 「こどもの心と絵本」
対 象：０歳から２歳の親子
自由参加です（＾－＾）/

午前１０時から午後３時

おとうさんもいっしょ
おとうさんもいっしょに親子で身体を
動かしましょう！
開催日：１０日（土）
１０：３０～１１：３０
対 象：２歳から４歳の親子
講 師：西宮スポーツセンター
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着３０組

開催日：６日・２０日（火）ふれあいタイム♪
２６日（月）卓球・えほんタイム♪
１０：３０～１１：４５
対 象：０歳からの親子
自由参加です（＾－＾）/

ポトフ
音楽を中心とした親子遊びや
リトミックをします。
開催日：１４日（水）
１０：３０～１１：１５
対 象：１歳から４歳の親子
講 師：松田 美穂先生
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着３０組

ちっちゃいさんのおはなし
図書ボランティアの方が絵本や
紙芝居の読み聞かせをします。
どんなお話が聞けるかな？
開催日：１６日（金）
１１：００～
対 象：０歳から
自由参加です（＾－＾）/

パパとママのヨガ
お父さん、お母さん、固くなった身体を
ヨガでほぐしてみませんか？
ヨガをしている間、山口中学校の生徒さんが
子どもたちとふれあいます。
開催日：１７日（土）
１０：３０～１１：３０
対 象：０歳から４歳の親子
講 師：能丸 かおり先生
持ち物：水分補給用の飲み物
バスタオル１枚

キッズえいご
親子で遊びながら英語を楽しもう！
開催日：１９日（月）
１０：３０～１１：１５
対 象：２歳以上の親子
講 師：古川 百子先生
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着２０組

（０・１歳クラス）
西宮スポーツセンターの先生と一緒に
親子で身体を動かしましょう！

開催日：２７日（火）
対 象：１０：３０～１１：００ ０歳の親子
１１：０５～１１：５０ １歳の親子
講 師：西宮スポーツセンター
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） ０歳クラス 先着２０組
１歳クラス 先着３０組

リズムにあわせて身体を動かし
親子のコミュニケーションを深めましょう。
開催日：２２日（木）
１０：３０～１１：４５
対 象：首がすわった３ヶ月から２歳未満の親子
講 師： 富永 恵未先生
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

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着２０組

申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着２０組

おやこたいそう

ベビーダンス

あそびの先生
「あそび」が子どもを育てます！
「あそび」には、子どもの「出来るよろこび」が
沢山詰まっています。時には見守り、時に
寄り添いお子様の「あそび」を応援
しませんか？
開催日：２９日（木）
１０：３０～１２：００
対 象：一人座りの出来る子どもと親
申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着１５組

～３０年度おやこであそぼ参加者募集（会員制）～
３月末までの受付です。
＜募集対象＞
＜ 開催日 ＞
＜募集人数＞
＜申込方法＞

♡西宮市在住のＨ２８．４．１以前生まれの２歳から４歳の親子
♡平成３０年４月～平成３１年３月、年間２２回
♡親子３０組
♡ ３月末までに児童センターにある申し込み書に記入の上、
提出して下さい。

♡２月２２日（木）・３月１日（木）に２９年度のおやこであそぼ
開催予定です。検討されている方は、ぜひ見学に来てください。

