やまぐちじどうセンター

８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。）
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。
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

保護者の方へお願い
※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．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

自由参加

１０：３０～１２：００
０歳から就園前の親子

6

自由参加

7

会員制

8

自由参加

なかよしぱーく

囲碁・将棋教室

なわとび検定in山セン

えほんタイム♪
１０：３０～１１：４５ ０歳の親子

４：００～５：００
小学生

５：００～
４歳から小学生

申込制

3
３B体操

サマースペシャル
１０：１５～１０：４５ ２・３歳の親子
１０：５０～１１：２０ ４歳から６歳
１１：２５～１１：５５ １年生から３年生

４：００～５：００
４歳から小学生

9

自由参加

土
申込制

MERRY’S ENGLISH

社協山口支部山口分区共催

育て山口っ子ひろば

金

2

10

4

３：３０～
場所：山口分室

パソコン ★ ファン

ＰＣ★ＦＵＮ
４：００～
小学生

申込制

５：００～
小学生
ドッジボール

山の日
自由参加

14

自由参加

POP KIDS

なかよしぱーく

５：００～
小学生
ドッジボール

ふれあいタイム♪
１０：３０～１１：４５
０歳からの親子

15

16

自由参加

21

「スイーツクリップを作ろう！」

自由参加

なかよしぱーく

なかよしぱーく

えほんタイム♪

ふれあいタイム♪
１０：３０～１１：４５
０歳からの親子

１０：３０～１１：４５ １歳以上の親子
申込制

竹のモビールを作ろう！

27

申込制

17

「アイロンビーズで
キーホルダーを作ろう！」

自由参加

18

ちっちゃいさんのおはなし

書道キッズ

１１：００～
０歳から

２：００～３：３０
小学生

申込制

24

申込制

25

卓球マスター★

19

自由参加

26

パソコン ★ ファン

ＰＣ★ＦＵＮ

４：００～５：００
小学生

一輪車スクール

４：００～
小学生

２：００～４：００
一輪車に全く乗れない小学生
（保護者同伴）

囲碁・将棋教室

申込制

３：４５～４：３０/４：４０～５：２５
４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）

23

22

会員制

３：００～４：３０
４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）

申込制

ハンドメイド

４：００～４：４０/４：４５～５：２５
４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）

４：００～５：００
小学生

28

申込制

29

申込制

大迷路スタッフ会議

おやこたいそう

大迷路スタッフ会議

１０：３０～１２：００

１０：３０～１１：００ ０歳の親子
１１：０５～１１：５０ １歳の親子

１０：３０～１２：００

自由参加

自由参加

POP KIDS
５：００～
小学生
ドッジボール

12

11

４：００～/４：１５～/４：３０～
４：４５～/５：００～
幼児から（幼児は保護者同伴）

POP KIDS

20

5

プリ☆キラ ネイル
「きらきらネイルアートしよう！」

おはなしだいすき！

自由参加

13

日
自由参加

申込制

大迷路スタッフ会議
２：００～３：３０

聖和大学のお姉さんが
先生デビュー
３：００～
４歳から小学生

30

31

9/1

9/2

８月３０日（木）～９月１０日（月）まで
おもちゃの貸し出しや体育室などの遊びはできません。

一輪車に全く乗れない小学生！
コツを教わりませんか？

開催日：２日（木）
１０：１５～１０：４５ ２・３歳の親子 １５組
１０：５０～１１：２０ ４歳から６歳 １５名
１１：２５～１１：５５ １年生から３年生 １５名
講 師：井元 真理子先生
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇）

～講師：井元 真理子先生の紹介～
子どもたちからは、「Merry」の名で親しまれている児童英語教師。
西宮市出身。J－SHINEが認定する英語指導者資格を保有。
自身の子どもをバイリンガルにすべく、子育てに奮闘していく中で、
「伝わる楽しさ」「伝える楽しさ」に気付き、証券会社勤務後、
京都寺西幼稚園の英語クラスを担当。巧みな話術で、
子どもとコミュニケーションを取るのが上手く、父兄からの信頼も厚い。
現在は、英語でミュージカル公演を行う劇団で、幼稚園から社会人まで、
年間１５００名以上の指導と尼崎市の公立小学校や西宮市管轄の福祉施設、
幼児英語教室などで幅広く活躍中。

開催日：２２日（水）・２３日（木） ２：００～４：００
対 象：一輪車に全く乗れない小学生（保護者同伴）
講 師：西村 美雄先生
持ち物：上靴（親子共）・水筒・タオル
服 装：長ズボン着用
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 各日先着１０組
～講師：西村 美雄先生の紹介～
川西市在住。大阪一輪車協会所属。
一輪車を始めて２９年。学校・施設保育所などで指導経験多数。
清和台一輪車クラブを日曜日ごとに開催中。

書道を教えてもらえるよ！
初めての人も参加できるよ！
開催日：１８日（土） ２：００～３：３０
対 象：小学生
講 師：小林 恵水先生
（日本書学館）
持ち物：習字セット
※半紙も持参です！
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着１５名

開催日：２０日（月） ３：００～４：３０
対 象：４歳から小学生
（幼児は保護者同伴）
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇） 先着３０名

何をするかはお楽しみ♪
開催日：２９日（水） ３：００～
対 象：４歳から小学生
自由参加です（＾－＾）/

ポップ キッズ

パソコン★ファン

３B体操

ＰＣ★ＦＵＮ

ベル・ベルター・ボールを使って
元気に体を動かそう！

POP

パソコンゲームができるよ！！
開催日：３日（金）
４：００～５：００
対 象：４歳から小学生

開催日：４日・２５日（土）
４：００～
対 象：小学生

参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着２０名

KIDS

「ドッジボールをしよう！」
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
お願いいます。（申込分）

開催日：６日・１３日・２７日（月）
５：００～
対 象：小学生

自由参加です（＾－＾）/
自由参加です（＾－＾）/

いご・しょうぎきょうしつ

なわとび検定in山セン

囲碁・将棋教室
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。

山口児童センターのなわとび検定にチャレンジ！！
開催日：８日（水）
５：００～
対 象：４歳から小学生

開催日：７日・２１日（火）
４：００～５：００
対 象：小学生
会員制
❤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！
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？！

Myなわとびの持参もOK

開催日：９日（木）
３：３０～
場 所：山口分室

自由参加です（＾－＾）/

自由参加です（＾－＾）/

ハンドメイド
「スイーツクリップを作ろう！」

「アイロンビーズでキーホルダーを作ろう！」

開催日：１５日（水）
４：００～４：４０/４：４５～５：２５
各時間１０名（先着２０名）
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
※当日には持って帰ることはできません。
翌日以降に取りに来てください。

開催日：１６日（木）
３：４５～４：３０/４：４０～５：２５
各時間１０名（先着２０名）
対 象：４歳から小学生（幼児は保護者同伴）

参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇）

参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話〇）

プリ☆キラ ネイル
「きらきらネイルアートしよう！」
開催日：１０日（金）
対 象：幼児から（幼児は保護者同伴）
４：００～/４：１５～/４：３０～
４：４５～/５：００～
各時間２名（先着１０名）
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○）

たっきゅう

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：２４日（金）
４：００～５：００
対 象：小学生
参加希望者は、申し込みをしてください。
❤申込受付中（電話○） 先着１８名

子育て支援行事
子育てひろば開催中！！ 月曜日～金曜日 午前１０時～午後３時

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♪
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：１日（水）
１０：３０～１２：００
対 象：０歳から就園前の親子

えほんタイム♪

ふれあいタイム♪

指導員による絵本の読み聞かせの
時間があります。

指導員も交え、みんなで
遊ぶ時間があります。

開催日： ６日（月）
１０：３０～１１：４５
対 象：０歳の親子

自由参加です（＾－＾）/
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
お願いいます。（申込分）

開催日： １４日・２１日（火）
１０：３０～１１：４５
対 象：０歳からの親子

開催日：２０日（月）
１０：３０～１１：４５
対 象：０歳の親子
自由参加です（＾－＾）/

西宮スポーツセンターの先生と一緒に
親子で体を動かしましょう！
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：１７日（金）
１１：００～
対 象：０歳から
自由参加です（＾－＾）/

開催日：２８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
参加希望者は、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

