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「サンタッタひろば」は西宮市の指定を受けて、夙川で地域子育て支援拠点「たんぽっぽひろば」を運営しています

水あそびタイム 11:15～11:45 （無料、申し込み不要）
金魚すくいやじょうろ、おもちゃで水あそびをします。着替えやタオルをお持ちください。

●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 ￥50/一杯）

８月のサンタッタカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2才クラス オープンスペース お休み

オープンスペース (10:00〜15:00)

(14:30〜16:00) 水あそびタイム

お休み リトミック 小学生向け企画/ お休み 小学生向け企画/ お休み お休み

子どもクッキング わくわく科学教室

お休み お休み お休み お休み お休み お休み お休み

お休み お休み 2才クラス オープンスペース 2才クラス 夏休み企画/ お休み

オープンスペース (10:00〜15:00) オープンスペース

(14:30〜16:00) 水あそびタイム (14:30〜16:00) オープンスペース

(11:００〜15:00)

お休み お休み 2才クラス  とことこスペシャル 2才クラス お休み お休み

オープンスペース オープンスペース オープンスペース

(14:30〜16:00) (10:45〜15:00) (14:30〜16:00)

印　カレンダーの詳しい内容や時間は中面をご覧ください。

♪ ♪

♪

♪

幼稚園のお友だちもあつまれ～！

♪

９月のカレンダー

イベントいっぱい



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

お休み お休み 2才クラス おはようリトミック 2才クラス オープンスペース お休み

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) (10:３０〜15:00) (14:30〜16:00) とことこタイム

とことこタイム

お休み リトミック 2才クラス オープンスペース 2才クラス お休み

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

お休み お休み 2才クラス オープンスペース 2才クラス ママ講師セミナー お休み

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) (11:30〜15:00)

　 親子パンカフェ とことこタイム

お休み お休み 2才クラス ちっちゃなアトリエ 2才クラス オープンスペース お休み

オープンスペース (10:00〜15:00)

(15:00〜15:45) (10:45〜15:00) (15:00〜15:45) とことこタイム

お休み リトミック

♪

♪

♪

♪

 とことこスペシャル♪

♪
♪2才クラス2020年度説明会 ♪2才クラス2020年度説明会

♪印　カレンダーの詳しい内容や時間は中面と下記をご覧ください。

サンタッタコラム

5/8からスタートした地域イベント『行ってみよう〜子育て応援スポット』が終了しました。たくさんの親子さんに参加して
いただきました。ありがとうございます。5ポイントゲットで『つながるカード』を手にされたみなさん、ぜひ9月末までの
期間中に各スポットでご利用くださいね。

地域には官民問わず、たくさんの子育て応援スポットがあります。親子で楽しいことやりたいな！仲間を見つけたい！子育ての
悩み聞いてほしいな・・心もからだもほっとしたい・・そんなとき、近くのスポットをのぞいてみてください。きっと何かが
見つかると思いますよ。

今年の「わくわく科学教室」は空気について科学します。空気は見えないけれど、しっかりそこにあって、実はとっても力持
ち。そんなことを証明します！

ＮＥＷ

「サンタッタひろば」がめざす保育、内容などの説明をさせていただくとともに、絵本や手あそび
など親子で楽しんでいただける簡単なプログラムを用意しています。また、2020 年度の資料とお申
し込み用紙を配布させていただきます。２才クラスについては、HP をご覧ください。

日 時 ： ９月２４日（火）、９月２６日（木） １５：００～１５：４５(両日とも同じ内容）
場 所 ： 親と子のほっとスペース「サンタッタひろば」
対 象 ： ２才児(２０１７年４月２日～２０１８年４月１日生まれ）とその保護者

※1.5才から相談に応じます

2才クラス（週２日制預り保育）説明会2020年度

９月のサンタッタカレンダー

≪おはようリトミック（要申込み）≫

9/4（水）10:00～10:30
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。）

＊テーマ：「ロケットにのって」
＊定 員： １０組
＊対 象： ０歳～２歳のお子さんと保護者
＊参加費：５００円/１組親子 要申込み



 

 

親子パンカフェ（８月はお休みです） 
『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。 

 

9/11、１8（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。 

 
 
 

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。 

 

 

 

●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 

 

夏休み小学生向け企画（要申込み） 

 【子どもクッキング教室】 
     ～募集終了しました～ 

＊日 時：８／６（火） 10:00～13：00 
＊場 所：サンタッタひろば 
＊参加費：1,800円/1人 
＊定 員：15人 
＊メニュー：ハッシュドポーク、ツナポテト
サラダ、白玉フルーツポンチ 

 

【わくわく科学教室】 
＊日 時：８/８（木）9：30～12：00 

＊場 所：サンタッタひろば  

＊参加費：1,800円/1人 

＊定 員：30人 

＊内 容：空気について科学しよう！ 

※「サンタッタひろば」「音楽教室」会員・元会員受付中 

        7/10より一般受付開始！ 

 

詳細はチラシを 
ご覧ください 

 



 

 

 

～おやこで楽しむあそびのじかん～ 

＝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 

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) 

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。 
 

≪けしごむハンコ×プラバンアクセサリー≫ 
＊日  時： ９/２０(金)10:00～11:30 
＊参加費： ５００円（当日お支払い。イヤリング希望の方は別途１５０円かかります。） 

＊定  員： ４組 （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：  なし  

＊講 師： 上念潤子さん  

注）デザインナイフを使います。小さなお子様連れの方はお気をつけください。 

 

 

 
８/２８（水）10:00～10:45 
プルプル寒天あそび 
ひんやり冷たい感触を楽しもう 

 
９/１３（金）10:00～10:45 
ミニミニうんどうかい 
親子でいい汗ながしましょう！ 

 

ピアス or 
イヤリング 

いずれか選択 

 

『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。 

ママ講師も同時に募集中！ご興味ある方はスタッフまで・・・。 

 

 

幼稚園のお友だちもあつまれ～ 

野菜スタンプで 
  あそぼう（要申込み） 

～カラフルな布用絵具で 

野菜スタンプをしてあそぼう～ 

※よごれてもいい服装できてね！ 

＊日 時 ： ８/２３(金)10:00〜11:00   
＊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＋200 円/１人

 となります。 
＊定 員 ：１０組 
＊対 象 ： 未就学児のお子さんと保護者 
＊持ち物 ： Tシャツやカバン、ランチクロスなど、 

スタンプしたい布製品（木綿） 
 



 

 

 

 

《ゆびえのぐであそぼ 
～大きなお池やおさかなをつくろう》 
感触が気持ちよい「ゆびえのぐ」で指や手でおえかきをしたり、 

おさかなを作ったりします。汚れてもいい服装で、着替えも 

お持ちください。 

＊日時：９/２５（水）10：00～10：45  
＊参加費：７００円/１組親子（当日お支払いください） 
＊定 員：１０組 
＊対 象：未就園のお子さんと保護者 
 

 

 
おえかきと工作の 

「ちっちゃなアトリエ」 

 

思いがけない色や形にふれてあそんで
ワクワクドキドキ。 

親子で一緒におえかきや工作を 
楽しみましょう♪ 

 

要申込み 

おえかきと工作の 

「ちっちゃなアトリエ」 

年間プログラム 

１０月 

なぐりがきを楽しもう 

大きな紙やランチョンマット

にお絵かき 11月 

ペタペタ貼ってあそぼ 

セロハンを貼ってあそびます 

光にかざすときれいだね 

1月 

スタンプあそび 

えのぐをつけていろんな形を

ぺったんこ 手形もとろうね 

 2月 

版画あそび 

シールをたくさん貼って 

ローラーで絵の具をつけて 

写してあそぼう 

 


