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3 月のサンタッタカレンダー

日 月 火 水 木 金 土

1 2

オープンスペース おやすみ

(10:00～15:00)

とことこタイム

3 4 5 6 7 8 9

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

10 11 12 13 14 15 16

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） おはようリトミック おやすみ

オープンスペース (10:00～15:00) オープンスペース ママ講師セミナー

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

親子パンカフェ (11:30～15:00)

17 18 19 20 21 22 23

おやすみ リトミック講座 とことこスペシャル オープンスペース おやすみ オープンスペース おやすみ

オープンスペース (10:00～15:00) (10:00～15:00)

(10:45～15:00) とことこタイム とことこタイム

24 25 26 27 28 29 30
おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ

31
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。
サンタッタひろば

今年度もありがとうございました！

2018年度もまもなく終了です。無事に終えることができるのは、「サンタッタひろば」に参加してくださった

皆さんのご協力のおかげです。心から感謝申し上げます。

平成最後の年はどんな年だったでしょうか。地震や台風、大雨などの災害にも見舞われました。でもいいこともた

くさんありましたね。

次の年度もこれまでの一つ一つの積み重ねの上に、皆さんがもっと子育てを楽しめるように、地域のニーズを掘り

起こしながらがんばっていきたいと思っています。

2019年度の5月連休明けに、門戸〜甲東園〜仁川地域で『行ってみよう♫近所の子育て応援スポット』という楽し

いイベントを企画中です。この地域で活動する子育て支援に関わる団体、個人が、それぞれの持ち味を生かしたイベ

ントを期間内に地域の各所で開催し、それを合同でチラシやパンフレットなどで広報して地域の子育て中の親子さん

に利用してもらうイベントです。

詳細が決まりましたら、チラシなどでお知らせします。ぜひあそびに来てくださいね。



●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。 

 

３/６、１３（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 

 

 

 

 

 

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 

 

お陰様で「たんぽっぽひろば」は開設１周年を迎えます。この１年間の報告もかねて、これまでに開催したイベント

の写真を掲示する準備をしています。掲示開始は２月４日（月）の予定です。「参加したよ」「楽しかったよ」 

「参加したかった」「楽しそう」などなど思うものがありましたら、その写真の近くに「いいね」シールを貼って 

ください。シールが多いものは次年度にもう一度開催できるように検討していきたいと思っています。 

ご協力お願いします。 
 
 
 

 
〒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。 

 

 



 

 ≪おはようリトミック（要申込み）≫ 
 ＊日 時 ： ３/１５（金）10:00～10:30  
  ※「おはようリトミック」終了後、「まなべさんの One Day Cafe」となりますが、それには参加せず 

オープンスペースとしてのご利用もできます。 
「まなべさんの One Day Cafe」に参加を希望される場合はあらかじめお申込みが必要です。 

      ●テーマ：はるをみ～つけた！ 
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 

 
 

ママ講師セミナー（要申込み） 

※「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。 

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。 

 
 

 

≪まなべさんの One Day Cafe≫  
   いつも美味しいお菓子作りを教えてくださる真鍋さんが開く One Day Café。 

手作りのお菓子をいただきながら、ワイワイおしゃべりしませんか？ 

親子でもママ・パパだけの参加も OK です！ 

＊日  時： ３/１５（金） 10：30～11：30 

（11:30以降はオープンスペースとなりますが、そのままゆっくりとおくつろぎください。） 

＊参加費： １，０００円/1組親子 当日お支払いください。 
＊定  員： ８組 （ママ・パパだけの参加もＯＫ） 

＊メニュー： フィナンシェ、ミニタルト、ケーキ、クッキーの１プレート+紅茶 
 

＝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：未就園のお子さんと保護者 

 

３/８（金） 
10:00～10:45 

『工作しよう』 
しろくまちゃんのほっとけーき 
おいしいほっとけーき、 
できるかなー？ 

３/１９（火）  
10:00～10:45 

『もうすぐ春！』 
はらぺこあおむしの 
エプロンシアターと 
ひもとおしで飾る 
フォトフレームづくり 

 
 

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。 

  

 



週２日制預かり保育

サンタッタ２才クラスだより

１月のサンタッタより

とことこスペシャル

雪雲から、白い紙をちぎった雪がパラパラと降ってくるおもちゃを作りました。
たくさんのお花紙や風船などを雪に見立てて、豪快に雪遊びごっこです。
お部屋いっぱいに広がった、雪の紙吹雪や風船を集めて最後は雪だるまを作ってみました。

みんなで目やまゆげ、口をつけて完成です。楽しかったね♪

オニのお面をつくって、豆まきあそびを楽しみました。
積み木のように段ボールを重ねたオニさんに、豆に見立てたボールで「おにはーそ

と！ふくはーうち！」ボールをぶつけると・・・。オニさんがくずれてしまいます。
最初は怖々 だったみんなも、だんだん楽しくなってきました。あとから登場した腹ぺ

こオニさんには、豆を食べさせてあげたりもしたね。
おうちでも節分を楽しんでくれるといいな。

あっという間に4月から一年がたとうとしています。
さみしい気持ちとともに、子どもたちの一年の成長を感じる この頃です。子どもたちの会話をやつぶやきを聞い

ていると、大人の会話をよく聞いているなと感心することがあります。そんなある日の昼下がりのひとコマから…。
お腹がいっぱいになった午後は、のんびりとままごとあそびをするのが定番になっています。畳を敷いたら、おう

ちの出来上がり。お人形をだっこして「こんにちは」「いつもお世話になっています〜」「赤ちゃんはお元気です
か？」「きょうはお誕生日パーティーなんです」。お誕生日ケーキを囲んでみんなでハッピーバースデーを歌ったら
「はいどうぞ、こちらも美味しいですよー」とケーキやご馳走を取り分けてくれ、みんなで食べます。
そうこうしていると、イスに使っていたベンチが今度はステージとなり、司会者が登場。「〇〇ちゃん、どうぞ

ー！」「カーモンベービーアメリカ♪」とダンス大会に。他のあそびをしていた子も加わり、芸？を披露します。み
んなの前では照れてやらない子も、スタッフにこっそりと「ハイひょっこりはん」とおもしろい顔をしてくれます。
大人や兄姉の話している言葉、おもしろい言葉、心地いい言葉、時にはあまりうれしくない言葉まで、子どもたちは

大きくアンテナを広げています。それらをうまく使って友だちとやりとりしている姿をみると、とてもたのもしく感
じます。
お別れの春まであと少し。子どもたちのつぶやきや言葉に耳を傾けながら、大切に時間を過ごしたいと思います。

1月17日は24年前の「阪神淡路大震災」の日。また昨年を表す漢字は『災』。『災』
害の脅威を痛感した年でした。『そのときわが子をまもれますか？』そう問いかけら
れて、充分な備えのないことに焦りを覚えた方も多かったのではないかと思います。
講師の益田紗希子さんは、ご自身も小学1年生のお子さんをもつおかあさんです。お子

さんの妊娠がわかった日が3月11日。東日本大震災の日で、「この子を守っていけるの
か・・」と不安に思ったことが防災に関わるきっかけだったそうです。
具体的な写真や数字を通して、子育て中の親の目線で防災の大切さをお話いただきまし

た。また100円ショップやネットで簡単に手に入る便利な防災グッズの展示や実際に備
えているリュックも見せていただき、とても参考になりました。
〝備えあれば憂いなし〟です。『わが子をまもる』ためにできることから始めたい

ですね。そしてもう一つ大切なことは、〝地域でのつながりをつくっておくこと〟コ
ミュニティによる助け合いです。
備えることが自助だとすると、コミュニティによる助け合いは共助。「サンタッタひ

ろば」でもこの両面から防災について思いを深めていきたいと思いました。

1/16(水) 「つくってあそぼう」 ～パラパラ雪まつり～

1/25(金) 「節分あそび」 ～おにはそとふくはうち～

防 災 講 座 ～そのときわが子をまもれますか？
講師：益田紗希子さん(ミラクルウィッシュ代表 )


