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※都合により、日時を変更することがあります。 

               

プレイルームは、市内在住の０歳～概ね３歳の 

未就園児と保護者が自由に遊べるスペースです。

（妊婦さんも可）授乳室もあります。 

また、プレイコーナーで３歳から未就学児と 

保護者が遊べます。 

平日１０時～正午と１３時～１７時 

（土日祝日、第１・３火曜日、年末年始以外） 

 
（ひろば相談） 

予　定 時間

随　時
10:00～正午

13:00～17:00

10/17、11/14、12/12（月） 14:00～15:00

10/5、11/2、12/7（水） 10:30～11:30

10/12、11/9、12/14（水） 14:00～15:00

発達相談
子ども発達支

援センター
言語聴覚士 11/4（金） 10:30～正午

看護師

ミニ講座
11/16（水） 14:00～15:00

阪神北広域こども急病センター

看護師

相談者

育児相談

妊娠・授乳・

卒乳・離乳食

（栄養）相談

助産師と管理栄養士

子そだてサポートひかり

相談員

ひろば保育士
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子ども家庭支援センターは、 

地域子育て支援拠点事業を 

行っています。 

産前から３歳未満児の保護者と

ご家族を対象に、子育て情報を

配信しています。 

空メールを送って登録してね。  

宝塚市の面積の約２／３を占める北部・西谷地域は、中心市街地から近く、美しい田園風景が広がっています。

「宝塚自然の家」では、おいしい西谷のお米を使った飯ごう体験ができます。クッキングや食事を通じて、 

家庭での食育に繋げましょう。また、アスレチックコースで、親子で体を動かしながら自然を満喫しましょう！ 

＜住所＞宝塚市大原野字松尾１番地（無料駐車場有） 

＜開所日＞木・金・土・日・祝日（冬季期間12月から2月までは休所） 

＜開所時間１０時～１６時 

＜電話番号＞0797-91-0303（開所日のみ） 

＜主な利用可能施設＞多目的グラウンド・園路（散策）、松尾湿原（見学）など 

※11月から「LINE」にリニューアル予定 

  



 

 

 

 

 
お散歩で見つけたどんぐりや松ぼっくり、落ち葉などは子どもの宝物。せっかく見つけたものの、中に虫

が入っていることもあります。何かを作ったり楽しく遊んだりする前に、簡単な下処理をしましょう。 

 

まずは、水で洗います。その時、水に浮くものは中に虫がいることがあるので捨てましょう。 

1リットルの水に塩大さじ 2杯を入れた塩水にどんぐりを沈めて一晩おきます。その後、日の当たらない

場所で 3日から 1週間乾燥させれば出来上がりです。 

水で洗った後、1リットルにつき２５ｃｃの酢を入れ 1時間つけておき、風通しの良い場所

で乾かしましょう。乾燥させるときれいに傘が開きます。

落ち葉の色合いや葉脈の美しさが残るように、優しく水洗いをしましょう。日当たりが良く、 

風通しの良い場所で 2～3日乾かします。乾燥させた後は、紙袋に入れて保管しましょう。 

どんぐりは誤って子どもが口に入れないようにご注意ください 

【作ってみよう】 
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…適当な長さに切った毛糸などの片方を松ぼっ

くりに巻き付けて、もう一方をプリンカップなどの底に強力なテー

プなどでつけると出来上がり。上手にけん玉できるかな？ 

…プリンカップなどに松ぼっくりを入れ

て、絵の具で緑に着色して、きらきらしたビーズをボンドでつ

けると出来上がり。クリスマスが待ち遠しいね。 

…落ち葉を自由に並べると顔に見えたり、動物や

魚の形になったり。素敵なリースも壁に飾って、秋の思い出に。 

…紙粘土を丸めたり平たくしたりして、どんぐりやプラスチック

ビーズを並べると出来上がり。どんぐりにマーカーで色を付けると、さらにカラフ

ルでおいしそう！乾くとどんぐりが落ちることがあるので、木工用ボンドなどでく

っつけてね。 

…ヤクルトなどの容器にどんぐりを入れて、2個合わ

せてテープで貼って出来上がり。振ってみると素朴な音が心地良いよ！ 

 

 

 



《ドングリさがして》 

ドン・フリーマン&ロイ・フリーマン／作 

やました はるお／訳 BL出版 

 

げんきな はい色リスのアールは、冬がすぐ

そこまできていることにきづきます。きょう

こそ、夏にかくしておいたドングリをさがし

にいくときです。このまえの夏、すっごく大

きなどんぐりをうめたはずだけど。あれ、ど

こだっけ？アールは危険な大通りをわたり、

たくさんの人の靴をよけながら、ドングリを

さがしつづけますが…。ワシントンの街を背

景に、家族のためにがんばるお父さんリスの

小さな冒険に、最後まではらはらどきどきし

っぱなしです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お出かけには最適な季節がやってきました。 

風そよぐ秋の野山。散策している時にふと思い出したくなるような絵本をご紹介します。 

（このコーナーは、市立図書館司書が担当しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほくほくで甘くておいしいさつまいも。腸内環境を整え便秘解消に役立つ食物繊維と、 

免疫力アップや肌の調子を整えるビタミンが豊富です。 

さつまいも 1本（大きければ半分）と水２００ｃｃを入れて、そのまま炊飯スイッチを押します。 

炊き上がると、ほくほくしたお芋の出来上がり。 

さつまいも 200gを一口大に切り、数分水にさらします。洗った米 2合に、水気を切ったさつまいもと

塩ひとつまみを加えて炊飯すると、ほくほくのさつまいもご飯の出来上がり。 
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《さわさわ もみじ》 

ひがし なおこ／さく きうち たつろう／え 

くもん出版 

 

さわん さわん さわさわさわさわさわ。 

秋の野山で目をつぶってみると聞こえてくる

音。ぽとん ことん や、ひゅるるるるるる な

ど、ことばのリズムが楽しく、何度でも声に出

して読みたくなります。もみじやどんぐりを、

はじめて見るような１歳前後のお子さんにも秋

を感じてもらえる絵本です。秋のつめたいかぜ

にふかれに、親子ででかけてみたくなりますよ。 

 



  

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため講座を中止することがあります。
HP等でご確認下さい。 

妊婦さんから概ね１５歳までの子どもを育てている方を対象に、子どもの発達（育ち）に添った関わり方を、 

講義や意見交換を通して学び、日々の子育てに活かせる講座を各地域で開催しています。 

夏から秋に予定している講座は、下記のとおりです。（いずれも参加費無料） 

❤手話通訳・要約筆記を希望される方は、開催日の 2週間前までに

各主催者へ来館または(FAX)でご連絡下さい ❤ 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

  

講座名 内       容 対象者 
日程・会場  

（広報掲載月） 

主催・連絡先 

電話・（FAX） 

ちょっとスペシャルな 

妊婦さん講座 

助産師が、秋から冬の出産準備（衣類選びなど）や過ごし方に

ついてアドバイスします。 

妊婦 

10/26、12/21 

フレミラ宝塚 

（9月号、11月号） 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 
管理栄養士が、妊娠期から離乳食を見越した「食事・栄養」に

ついてアドバイスします。 

11/30 

フレミラ宝塚（10月号） 

“産前” 

なるほど・ザ・カレッジ 

臨床心理士によるお話。 

「赤ちゃんと出会う前に知っておきたいこと」 

①産前に準備しておくことは？ 

②赤ちゃんはどう育てたらいいの？ 

③産後のパパの役割、ママの役割        （2回連続講座） 

妊婦（パートナーと

の参加も歓迎） 

10/12・19 

フレミラ宝塚（9月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

“産前・産後” 

なるほど・ザ・カレッジ 

臨床心理士によるお話。「赤ちゃんはなぜ泣くの？」 

①温かい親子関係をつくるコツ 

②赤ちゃんの気持ち/ママの気持ち 

③産後のパパの役割、ママの役割        （2回連続講座） 

妊婦（パートナーと

の参加も歓迎）、

生後 1～4か月児

の保護者 

11/26・12/3 

フレミラ宝塚（10月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

新米ママの 

ふれあいタイム 

初めての子育てで困っていることはありませんか？ 

保健師・助産師・栄養士など専門家がアドバイスします。 

赤ちゃん体操も取り入れた和気あいあいとした講座です。 

「そろそろお友だちが欲しいな」という方にもおすすめです。 

                           （2回連続講座） 

 

※地域子育て支援センターすこやか（わかくさ保育所内）と 

  地域子育て支援センターすくすく（米谷保育所内）は、 

  3回連続講座です。 

第 1子で 

生後 3～ 

10か月児と 

保護者 

(初参加の人) 

10/22・29 

御殿山児童館 

（10月号） 

御殿山児童館 

85-5155(85-1121) 

11/11・18 

野上児童館（10月号） 

野上児童館 

76-4501(76-4443) 

11/8・15 

山本山手子ども館 

（10月号） 

山本山手子ども館 

89-3322(FAX同) 

※12/7・14・21 

くらんど人権文化ｾﾝﾀｰ

及びわかくさ保育所 

（11月号） 

地域子育て 

支援ｾﾝﾀｰすこやか 

73-1133(77-3096) 

※11/30、12/7・14 

米谷保育所（11月号） 

地域子育て 

支援ｾﾝﾀｰすくすく 

84-0063(81-2717) 

もぐもぐごっくんタイム 

離乳食で困っていることはありませんか？お友達を作りましょう。 

栄養士による離乳食初期、中期、後期から完了に向けてのアド

バイスや相談。保育士による親子遊び、保護者同士のフリート

ークタイムもあります。 

第 1子で 

生後 6～ 

11か月児と 

保護者 

(初参加の人) 

11/28、12/5 

西公民館（10月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

★２歳児 

きらきら親子 

ふれあい講座 

大学と共同開発した「親育ち支援プログラム」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。                     （4回連続講座） 

 （きょうだいの保育については要相談） 

2歳児と保護者 

(初参加の人)  

10/6・13・20・27 

ひらい人権文化センター 

（9月号） 

中筋児童館

80-4156(80-4175) 

11/8・15・22・29 

安倉児童館（10月号） 

 安倉児童館 

86-1762(86-1764) 

楽しく遊ぼう会 

年齢別親子遊びの会（各 1回） 

手遊び、わらべうた、運動などで、親子のスキ

ンシップを深め、みんなで楽しみましょう。 

未就園児 

（①②1歳～1歳半未満 

③1歳半～2歳未満 

④2歳以上）と保護者 

①10/3  10時～10時 30分 

②10/3  11時～11時 30分 

③10/5   10時～10時 45分 

④10/6  10時～11時 

フレミラ宝塚（9月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

 ★の講座には、 

一時保育があります 

 

4 

『地域に発信する 
子ども家庭支援センター 
のプログラム』 

 (市外局番は、０７９７です) 申し込み日時は、 

広報掲載月で 

ご確認ください。 


