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2 月のサンタッタカレンダー

「たんぽっぽひろば」がもうすぐ1周年です

「サンタッタひろば」の妹分として2018年2月に開設された「たんぽっぽひろば」がもうすぐ1才のお誕生日を迎
えます。夙川駅周辺地域は長く「地域子育て支援拠点（子育てひろば）」の空白地域であったため、「たんぽっぽひろ
ば」の開設は地域の子育て家庭にとても喜ばれ、いつもたくさんの親子さんでにぎわっています。

「たんぽっぽひろば」は阪急夙川駅から北へ徒歩5 分の雲井町にあります。産婦人科『サンタクルス』のすぐ近くで
す。「サンタッタひろば」が西宮市から運営の担い手としての指定を受けた公的施設「地域子育て支援拠点」となりま
す。「たんぽっぽひろば」は、月水金10:00〜15:00 の開室で、親子さんにゆったりほっこり過ごしていただきなが
ら、様々 な楽しいプログラムや子育てに役立つセミナーを開催しています。「たんぽっぽつうしん」は「サンタッタひ
ろば」にも置いていますので、ぜひご覧になってくださいね。

皆さんにとってもお子さんのお誕生日は毎年うれしいイベントですが、1 才のお誕生日には格別の思いがおありにな
ったのではないでしょうか。「たんぽっぽひろば」の1 才のお誕生日も楽しい記念の日にしたいですね。利用してくだ
さる親子さんたち、地域で支えてくださる方々 とこの記念の日を一緒に考えていけたらと願っています。

甲東園地域からもぜひ一度「たんぽっぽひろば」へお出かけくださいね。

「地域子育て支援拠点事業」とは、第二種社会福祉事業として法律にも規定されている事業で、核家族化や地域のつながりが希薄化した

ため、とくに乳幼児の子育てが孤立化する傾向が強まっている現状の中で、親子の身近な場所で孤独感や不安を緩和し、子どもの健やか

な成長を支援することを目的として設置されています。西宮市には現在20カ所の「地域子育て支援拠点」が開設されています。

日 月 火 水 木 金 土

1 2
ママ講師セミナー おやすみ
オープンスペース

(11:30～15:00)

3 4 5 6 7 8 9
おやすみ おやすみ 2才クラス（預り保育） おはようリトミック 2才クラス（預り保育） オープンスペース お味噌を作る会

オープンスペース オープンスペース オープンスペース (10:00～15:00) (10:30～12:00)
(14:30～16:00) (10:30～15:00) (14:30～16:00) とことこタイム

とことこタイム
10 11 12 13 14 15 16

おやすみ おやすみ 2才クラス（預り保育） とことこスペシャル 2才クラス（預り保育） オープンスペース おやすみ
オープンスペース オープンスペース オープンスペース (10:00～15:00)

(14:30～16:00) (10:45～15:00) (14:30～16:00) とことこタイム

17 18 19 20 21 22 23
おやすみ リトミック講座 2才クラス（預り保育） オープンスペース 2才クラス（預り保育） とことこスペシャル おやすみ

オープンスペース (10:00～15:00) オープンスペース オープンスペース
(14:30～16:00) とことこタイム (14:30～16:00) (10:45～15:00)

親子パンカフェ
24 25 26 27 28

おやすみ リトミック講座 2才クラス（預り保育） オープンスペース 2才クラス（預り保育）
オープンスペース (10:00～15:00) オープンスペース

(14:30～16:00) とことこタイム (14:30～16:00)
親子パンカフェ

カレンダーの詳しい内容は中面をご覧ください。
サンタッタひろば



●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） 

 

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。 

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。 

                     

 

 

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。 

 

２/２０、２/２７（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。 

  

 

開放時間 

火・木 14:30～16:00 

水・金 10:00～15:00 

 

 

 

 

《お味噌を作る会》   

○注こちらは他イベントとお申し込み先が違います。ご注意ください！ 

 
2018年も開催しました、お味噌の会。 
2019年も開催が決まりました！楽しく美味しいお味噌作りをぜひご一緒しましょう。 

＊日時：２/９(土) 受付１０：１５  開始 １０：３０～１２：００ 

＊場 所：親と子のほっとスペース「サンタッタひろば」 

＊会 費：８００円/１組親子(お味噌汁とおむすび、簡単なレシピ付き。) 

人数追加・・・お子様 1人３００円/大人５００円 

＊定 員:１０組 

＊内 容 お味噌作りを皆さんでしたあとに、昨年仕込みのお味噌を使ったお味噌汁とおむすびを 

皆さんで結んでいただきます。仕込んだお味噌は秋にお持ち帰り(1組 500g 500～600円) 

いただきます。 

＊お申込み方法:『gura』 メールアドレスまで peanutbutterandjelly225@gmail.com  

ご質問等詳しくはこちらまでお問い合わせください。 

 



 

 

≪おはようリトミック（要申込み）≫ 
 ＊日 時 ： ２/６（水）10:00～10:30  

      ●テーマ：いとまきのうた 
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。） 

＊参加費：５００円  
＊定 員：７組 
＊対 象：０歳～２歳のお子さんと保護者 

 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。 

 
 

＝とことこスペシャル＝（要申込み） 

 

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。 

＊参加費：５００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 

２/１３（水） 10:00～10:45 

「からだをうごかそう」 

～おしくらまんじゅう～ 
いっぱいからだをうごかして 
寒さをふきとばそう！ 

２/２２（金） 10:00～10:45 

「つくってあそぼう」 

～おひなさま～ 
もうすぐひなまつり 

カワイイおひなさまを作りましょう。 

＊日 時：２/１（金） 10:00〜11:30 

＊参加費：５００円／１組親子(材料費含む・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+５００円/1人となります。 

＊定 員：８組(ママだけの参加も OK、託児はありません。お子さんと一緒にお楽しみください。) 
＊持ち物:子供用エプロン、お茶、スプーン 

＊講師:食育保育士 前原 香代さん 

 ●サンドイッチ、スープはお子さま向けの量です。お昼ご飯を兼ねる方はお弁当などを持参ください。 
   【食材は以下の通りです。アレルギーをお持ちの方はお気を付けください。】 
     サンドイッチ・・・サンドイッチ用食パン、ハム、チーズ、きゅうり、イチゴジャム 
     スープ・・・キャベツ、玉ねぎ、にんじん、コンソメ（味の素のもの） 

 

 

※「ママ講師セミナー」の講師の多くは子育て中のお母さんです。お子さんの体調不良など 
 やむを得ない事情により休講の可能性があることをご了承ください。 

 

 
『ママ講師セミナー』とは･･･ 
地域の子育て中のお母さん（お母さんだけでなくお父さ
んや地域の人も含む）が、趣味・資格などを生かして、 
「サンタッタひろば」の場で、同じ子育て中の親子に対
してセミナーを開催する企画です。 

 

 

 

出張☆ほのみん食堂      

子どもと一緒にサンドイッチつくろう！スープつき 
「ちぎる」「はさむ」など簡単な作業から始めるクッキング♪ 

 

ママ講師セミナー（要申込み） 

 



１２月のサンタッタより

急に寒くなりましたね。お子さんを抱っこするのもベビーカーに乗せるにも、温かなものを用意する必要がで
てきました。「お出かけの準備に時間がかかるようになりました。」本当にそうですね。それでもたくさんの
親子さんが来室してくださり、とても嬉しく思っています。

「サンタッタつうしん」の巻頭文にもあるように「たんぽっぽひろば」はもうすぐ 1 周年を迎えます。多く
の親子さん、地域のみなさんと出会い、支えてもらいながらの 1 年でした。

みなさんにとってもここが支え合いの場になっていたら嬉しいです。しっかりと夙川地域に根付いていけるよ
うに、スタッフ一同力を合わせてがんばっていきたいと思っています。

どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

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

〒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。

１１/２３（金・祝）～ 夙川のたんぽっぽひろばにて開催～
『おひるね・おすわりアート撮影会＆FP が教える！子育てパパ・ママが知っておきたいお金のはなし』

講師：日本FP 協会認定ファイナンシャルプランナー 久原一真 さん
日本おひるねアート協会認定講師 かなえ ちさ さん

初めにＦＰ（ファイナンシャルプランナー）久原一真さんが教えるお金の
話。お金の話というとまじめで固い話と思われるでしょうが、実際子育て中の
パパＦＰ久原一真さんが子育て目線で楽しくお話されました。教育費の効率的な
お金の殖やし方や心のモヤモヤがすっきりするお金の管理術を教えていただき
ました。久原さんは元役者さんだけあって時には笑いもとりながら、なかなか
お話上手でした。

その後は『おひるね＆おすわりアート』撮影会です。今回のテーマは
『年賀フォト』ということで、かわいいイノシシの衣装を身にまとい家族
みんなででパシャリ。『おひるね＆おすわりアート』はプロのカメラマン
かなえちささんの撮影。さすがプロ！の素敵な写真の仕上がりに皆さん大満
足でした。

《とことこスペシャル》

「クリスマス」と聞くだけでワクワクする 12月。
サンタッタひろばでもクリスマス会を２回に分けて開催しま

した。みんなちょっとおめかしして遊びに来てください
ましたよ。

クリスマスの歌や手遊び、パネルシアターやツリーの工作、
ゲームなどで盛り上がりました。

ツリーの工作では、小さな手で一生懸命シールの飾り付けをす
る姿は真剣そのもの。

ラストにはサンタさんも登場し、みんなにプレゼントを届け
てくれましたよ。プレゼントはスタッフ手作りのガーランド。
お家に飾ってもらえたら嬉しいな。

楽しさいっぱいの 45分間でした。

１２/５（水）、１２/１４（金）

ハッピークリスマス


