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２０１８年度

まもなくスタート

「サンタッタひろば」は２０１７年度もたくさんの親子さんに訪れていただきました。クラス制預かり保育の「２才クラス」
も定員いっぱいのお子さんをお預かりしています。
皆様のご支援のおかげで、「サンタッタひろば」は２０１８年度も歩み出すことができます。本当にありがとうございます。
２０１７年度は、夙川地域に西宮市地域子育て支援拠点事業「たんぽっぽひろば」を開設するという、団体始まって以来の大きな
事業展開がありました。
「サンタッタひろば」は小さな市民団体ですが、だからこそできることもきっと多いはず！地域に開かれた子育てひろばとし
て、多くの地域・市民団体、個人の方々と連携しながら、２０数年「サンタッタひろば」が培ってきたものをさらに充実させて、
子育て中の親子さんのお役に立ちたいと思います。
「サンタッタ」と「たんぽっぽ」どちらもどうぞよろしくお願いいたします。

２０１８年度から変わります！
●水曜日・金曜日の開室時間が１０:００～１５:００になります。
●とことこスペシャルの時間が１０:００～１０:４５になります。
●きらきらタイムがなくなります。
それに変わるプログラムを夏休みなどに実施します。
●一時預かり保育『のびのびクラス』がなくなります。

4 月のサンタッタカレンダー
日
1

月
2

火
3

おやすみ

おやすみ

おやすみ

水
4
オープンスペース
(10:00～15:00)
とことこタイム

8
おやすみ

9
おやすみ

10
2才クラス（預り保育）
オープンスペース
(14:30～16:00)

15
おやすみ

16
リトミック講座

17
2才クラス（預り保育）
オープンスペース
(14:30～16:00)

22
おやすみ

23
リトミック講座

24
2才クラス（預り保育）
オープンスペース
(14:30～16:00)

29
おやすみ

11
オープンスペース

木
5
オープンスペース
(10:00～15:00)
とことこタイム
12
2才クラス（預り保育）

(10:00～15:00) オープンスペース
とことこスペシャル
18
オープンスペース

(14:30～16:00)
19
2才クラス（預り保育）

(10:00～15:00) オープンスペース
とことこタイム
親子パンカフェ
25
オープンスペース

(14:30～16:00)
26
2才クラス（預り保育）

(10:00～15:00) オープンスペース
とことこタイム

(14:30～16:00)

金
6
オープンスペース

土
7
おやすみ

(10:00～15:00)
とことこタイム
13
オープンスペース

14
おやすみ

(10:00～15:00)
とことこタイム
20
オープンスペース

21
おやすみ

(10:00～15:00)
とことこタイム
27
オープンスペース

28
おやすみ

(10:00～15:00)
とことこスペシャル

30
おやすみ

サンタッタひろば

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

2018 年度より変わります
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」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。

４/１８（水） １２:００～１４:００
●パンセット（食券）: ３００円～４００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致します。
●１1：００～整理券をお持ちの方より順に食券の販売を致します。
●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

2 月 5 日にオープンしたばかりの「たんぽっぽひろば」
ですが、これまでに 150 組以上の親子さんたちが
あそびに来てくれました。
お友だちに教えてもらったり、ほかのひろばで
聞いてもらったりして来てくださる方がほとんどですが、「ここって何やっているんですか？」と、
通りすがりの方がのぞかれることも。多くの方と繋がりをもてていることに幸せを感じています。
まだまだこれからですが、みなさんが「ほっと」できる場所になれたら嬉しいです。
「楽しい♪」もたくさんご一緒したいですね。持ち込みの楽しい企画も募集しています。
開室は、月曜日、水曜日、金曜日（第一金曜日を除く）の 10：00〜15：00 です。
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 よりご覧ください～

＝とことこスペシャル＝（要申込み）
＊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 ： 未就園児のお子さんと保護者

４月テーマ『春風ふんわり』
４/１１（水） １０：００～１０：４５
『お花見あそび』
ちょうちょになってお花畑をおさんぽしよう。
♪ちょうちょのおみやげつき♪

４/２７（金） １０：００～１０：４５
『つくってあそぼう』
こいのぼりの帽子をつくろう！

≪ママ講師＊大募集！≫
【アナタの持っている資格や特技をサンタッタひろばで生かしてみませんか？】
参加するママたちが子どもと共に、「ホッとできる」「学びの機会を得られる」
「様々な人・コト・モノとつながる」時間を、私たちと一緒に創っていただける方をお待ちしています。
ご自身のスキルアップ、ステップアップにもご活用ください。
講座の内容は、ハンドメイド・収納術・マナー・ヨガ・ピラティス・写真 etc・・・
その他にも「こんなのはどうかな？」というものがあれば、お気軽にお声かけください。

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 金は 14:00 まで)

※4 月からは水・金 15:00 まで
●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）が西宮市に発令中の場合、「サンタッタひろば」は閉室します。
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「のびのび」は警報の場合でも実施します。

１月のサンタッタより
とことこスペシャル
1/24

「ゆうびんやさんごっこ」

２０１８年最初のとことこスペシャルは、ゆうびんやさんごっ
こでした。
配達バッグを作り、はがきにお絵かきをしたら、配達へしゅっ
ぱーつ！動物さんのポストへ、お手紙を届けに行きます。
「描く」のが好きなお友だち、「のりを塗る」のが楽しいお友
だち、「ポストへ入れる」のが楽しいお友だち。
同じ遊びの中でも、それぞれ自分の「好き」や「楽しい」を見
つけてママとの時間を過ごしてくれました。

ママ講師セミナー
1/26

「出張☆ほのみん食堂」
講師：食育保育士

前原香代さん

この日は「だし」のおはなし。まずはいりこと昆布のだしの取り方
を教えていただきました。「だしを取る」というと、『なんだか手間
がかかりそう』『難しそう』というイメージがありますが、意外と簡
単。そしてそのおだしが美味しいときたらどうでしょう。『やってみ
よう♪』と感じたママも多かったようです。
最後は取ったおだしで作ったお味噌汁をみんなでいただきながら、
子どもの食事についての質問に答えていただいたり、情報交換をした
り・・・。
ワイワイと楽しいお昼ごはんとなりました。

親子で楽しむリトミック講座「どれみひろば」から
「どれみひろば」は、月曜日に実施しているリトミックのクラスです。
1 才児クラス、2 才児クラス（午前・午後）の 3 クラスがあります。親子
で、お友だちどうしで響き合うってたのしい！と感じられるひとときにな
ればいいなと思っています。
1 才児クラスでは、最初はおかあさんのおひざでゆらゆらゆれたり、ピ
アノやうたを一緒に楽しんだりしていましたが、だんだんと月齢が上がる
に連れて動きも活発になり、お部屋の中を音楽に合わせて歩いたり走った
りもできるようになりました。シール貼りやお絵描き、楽器のお片づけも
上手になりました。

○△□で作ったゆきだるま

手作りの『どれみっち』

2 才児クラスでは、うたやリズム、楽器、ゲームなどを通して、
音楽を楽しんでいます。あそび感覚で色を覚えながら、次にまる、
さんかく、しかくの形、そして音符の◯へとカリキュラムのステッ
プは上がっていきます。最後には手作りの『どれみっち』をピアノ
の鍵盤において、ピアノを弾いてみます。1 年一緒に過ごしたお友
だちとも仲良くなり、クラスの中は和気あいあいととってもいい雰
囲気です。

