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地域の中でともに
「サンタッタひろば」の始まりは今から１５年前。長く活動を続けてきた中で大切にしてきたことの一つに『地
域の中でともに』ということがあります。
子育て中の親子さんは地域の中で暮らしています。親子さんの支援を考えるとき、また支援のためのセミナーな
どの企画を考えるとき、そのバックにある地域を知ることがなければ一方的でひとりよがりな支援になってしまう
こともあります。
近隣の段上児童館で地域の方々と出会う機会がありました。その地域で暮らす親子さんを草の根的に応援されてい
る方々です。そうした地域のあたたかい目が子育てにやさしく子育て力の高い地域を育て、親子さんにとって暮ら
しやすい地域になっていくのだと思います。
夙川地域で活動するＮＰＯの代表の方ともお会いしました。市民だからできること、地域みんなでよくなってい
くこと、そのためにできることを一歩一歩と話しておられました。
このように地域の中には様々な団体や個人の方が活動しています。フォーマルなものからインフォーマルなもの
まで様々です。「サンタッタひろば」は市民団体ですので、特にインフォーマルなものとつながることが得意で
す。また今年２月に「サンタッタひろば」が開設した地域子育て支援拠点「たんぽっぽひろば」（夙川）は西宮市
の公的施設ですので、フォーマルなものとつながることができます。
この両面をうまく生かしながら、「サンタッタひろば」が地域の中でのつながりをひろげ、様々な団体,、個人
のもつ強みを交換できるような地域の仕組みづくりができたらと願っています。

1２月のサンタッタカレンダー
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おやすみ

3
リトミック講座

9
おやすみ

10
リトミック講座

16
おやすみ
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リトミック講座
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おやすみ

24
おやすみ
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おやすみ
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サンタッタひ
サンタッタひろば

火

水

4
5
2才クラス（預り保育）
オープンスペース
オープンスペース
(10:45～15:00)
(14:30～16:00)
とことこスペシャル
クリスマス企画
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2才クラス（預り保育）
オープンスペース
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(10:00～15:00)
(14:30～16:00)
とことこタイム
親子パンカフェ
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2才クラス（預り保育）
オープンスペース
オープンスペース
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とことこタイム
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6
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オープンスペース
(10:00～15:00)
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とことこタイム
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オープンスペース
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2才クラス（預り保育）
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オープンスペース
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おやすみ

27
おやすみ

28
おやすみ

22
おやすみ

29
おやすみ

カレンダーの詳しい内容は中面をご 覧く ださい。

オープンスペース・・・「サンタッタひろば」のスペースを開放しています。
開放時間
火・木 14:30～16:00
水・金 10:00～15:00

あそびや交流、ランチタイムなど、親子で自由にご利用ください。
おもちゃや絵本もたくさんそろえています。
入室無料・申し込み不要・どの時間帯からも参加ＯＫ。
※「ママ講師セミナー」「とことこスペシャル」その他イベントの時間帯は、
お申し込みされた方のみとなります。
※とことこタイム、ランチタイムは水曜日・金曜日のみとなります。
●とことこタイム 11:30～11:45
絵本の読み聞かせや歌、てあそびなどミニプログラムを提供します。

●ランチタイム 11:45～14:00
コーヒーなど飲み物を用意しています。（有料 ￥５０/１杯）

親子パンカフェ～『gura』さんの天然酵母パンが、12:00 頃から焼きあがります。
おいしいパンの香りにつつまれておしゃべりしながら、子どもをあそばせながら・・・。
『ほっこり幸せな時間』を親子でお過ごしください。

１２/１２（水） １２:００～１４:００
●パンセット（食券）: ３００円～５００円/１セット ※パンのラインナップによります。
●１０：００～入室された方より整理券をお渡しします。
●１1：００～整理券をお持ちの方より順に食券の販売をします。
●食券が売り切れ次第、パンの販売は終了します。
●パンの種類や急なお休みなどは、ＨＰや facebook へ前日にアップします。
◎パンの材料には、卵、バターを含むものがあります。
◎パンは小さめです。パンだけで足りない場合は、お弁当などをお持ちください。
◎パンはお持ち帰りができません。残ったパンを持ち帰る場合は保護者の責任においてお願いします。

たんぽっぽひろばだより
西宮市地域子育て支援拠点事業

親と子のほっとスペース「たんぽっぽひろば」から

地下階のフロアに大きなトンネルが仲間入りしています。やわらかな色の木製のトンネルで、手触りも
とてもなめらかです。つかまり立ちをする子もいれば、ブロックと組み合わせてお城にする子もいたりと、
いろんなあそびに付き合ってくれる頼もしいトンネルです。その大きなトンネルを包んでくれていた
段ボールの箱が、やっぱり大きくて、子どもたちが乗り物に見たててあそんでいました。
なのでいろんな方に手伝ってもらって阪急電車の色に塗ってみました。
なかなかの出来栄えです。行先はいつでも
「たんぽっぽ」。ご来室の際にはぜひご乗車ください。
お待ちしています。

〒662-0064 西宮市雲井町 8-43（阪急夙川駅 北へ徒歩 5 分）
TEL 0798-61-2123
～詳しくは「サンタッタひろば」の HP や Facebook をご覧ください～
＊「たんぽっぽひろば」は市民団体の親と子のほっとスペース
「サンタッタひろば」が西宮市の指定を受けて運営している
地域子育て支援拠点事業です。

＝とことこスペシャル＝（要申込み）

♪サンタッタひろばにもクリスマスの鈴の音が聞こえてきました♪
クリスマスの歌やパネルシアター、ゲーム、小さな工作でメリークリスマス！

☆おみやげつき☆
＊日時：１２／５（水）、１２/１４（金）

１０：００～１０：４５
※プログラムは両日同じ内容です。どちらかを選んでお申込みください。
＊参加費：８００円/1 組親子（当日お支払いください。）
お子さん２名以上の場合は２人目から+１００円/１人となります。
＊定 員：１０組
＊対 象：未就園のお子さんと保護者

≪おはようリトミック（要申し込み）≫
＊日

時：

１２/１９（金）10:00～10:30

音楽いっぱいの朝の時間
親子で楽しくお過ごしください。

●テーマ：森のクリスマス
親子で響き合うリトミック～こんなことをしてあそびます！
うた、リズムあそび、楽器、ミュージックパネルや絵本、
おはようノート（シールを貼ったりお絵描きしたりするミニノートです。）
＊定 員： ５組
＊対 象： ０歳と１歳のお子さんと保護者
＊参加費：５００円/１組親子

お申込み・お問い合わせは「サンタッタひろば」へ
＊メール info@santatta-hiroba.com
＊「サンタッタひろば」ＨＰの問い合わせフォームから
http://www.santatta-hiroba.com
＊ＴＥＬ 0798-61-3537 (火・木 9:30～16:00 水・金 10:00～15:00)
●ご注意ください●
※警報発令時の取り決め
・9:00 に気象警報（大雨、洪水、暴風、大雪のどれか一つ以上、特別警報を含む）が西宮市に発令中の場合、「サンタッタ
ひろば」は閉室となります。
9:00 以降に解除になった場合もそのまま閉室します。「ママ講師セミナー」や「とことこスペシャル」などの講座も
中止となります。
・9:00 以降に警報が発令された場合、警報が発令された時点で「サンタッタひろば」は閉室となります。
・ただし、「２才クラス」と「一時預かり」は警報の場合でも実施します。
・大きな災害時は状況を判断し、臨時閉室する場合があります。閉室の場合は、ＨＰトップのお知らせ欄・Facebook
でご案内します。

１０月のサンタッタより

とことこスペシャル
10/10 (水）「お絵かきしよう」～スタンプあそび～
子どもが大好きなあそびのひとつに「スタンプ」があ
ります。ポンポンポンと押していくだけで、模様が出来
る…楽しいですよね。
この日は、縄を渦巻き状に丸めたものや、葉っぱ、滑
り止めシートなど、身近な素材でスタンプを作ってみま
した。意外や意外！かわいらしい模様が出来るものもあ
りましたよ。
木の幹の周りにポンポン
ポンと押して行くと…裸ん
ぼうだった木があっとい
う間に紅葉した木に変身！
色んな木が出来上がりまし
た。
本物の紅葉もそろそろで
すね。

10/26(金)「工作しよう」～たこやきやさん～

サンタッタひろば
で何年も前から人気
の手作りおもちゃ
「たこ焼き」を作
りました！

ママが割り箸と洗濯バサミでトングを作っている間、子
どもたちは、新聞紙を丸めた上から黄色い色紙を被せて、た
こ焼きを作りました。丸いたこ焼きが出来たら、ペンでソ
ースと青のり、紅ショウガをチョンチョンチョンと乗せて
いきます。
大玉たこ焼き、おいしそう～♪

ママ講師セミナー
10/5 (水）「出張☆ほのみん食堂～子どもと一緒におにぎりつくろう！～」
講師：食育保育士 前原 香代さん
今回のテーマは「子どもと一緒におにぎりつくろう！」でした。
子どもにお料理をさせてみたいけど、何から始めたらいいの？
と、お考えのママさん！まずはおにぎりから始めてみませんか？
お茶碗に敷いたラップの上にご飯を乗せて、キュッと握ればおにぎりの完成。粘土
遊びが出来る年齢になれば立派なおにぎりが作れます。他にも、お味噌汁に入れるシ
メジを割いたり、ふりかけ用の鰹節を小袋のまま砕いたり…。小さなお子さんでも出
来るお手伝いがたくさんありました。
「おにぎりとお味噌汁が作れたら大丈夫！」前原さんの力強い言葉が印象的でした。
次は何を作ろうかな。

親子パンカフェだより
私は水曜日、月に 2 回くらい開催している「親子パンカフェ」で天然酵母パンを焼いています。
愛読していた雑誌をみて、簡単にパンが焼けるなら子どもとこねて焼いてみようと思い立ったのは
長女に手作りおやつを用意していた3歳の頃でした。卵やお砂糖、バターを使ったおやつは美味しいけ
れど毎日は食べさせたくないし、とシンプルな生地で丸ぱんを焼いてジャムを添えたり、サラダを挟
んだりアレンジしながら楽しむようになりました。その時出会った市販の天然酵母から、興味は自分
で酵母を育てることに移り、もうすぐ 10 年です。
家族、友人、「親子パンカフェ」に来てくださる小さなお友だちとお
かあさん、我が子のお友だち…食べてくれる人達のお顔を思い浮かべ
て、毎回生地をこねています。パンに限らずですが作り手の気持ちが込
められたものに触れるとき、心が温かくなります。と同時に感謝の気持
ちも湧いてきます。
そんな温かい時間をまた「親子パンカフェ」で共にできることを楽し
みにしています。
gura 古波蔵佳代子

