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10 月のサンタッタカレンダー
日

月

火
1

水
2

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

♪ママ講師セミナー

6

7

8

お休み

リトミック

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

木
3

2才クラス
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 イム

9

10

オープンスペース
2才クラス
(10:00〜15:00)
オープンスペース
とことこ イム (14:30〜16:00)
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土
5

4

オープンスペース
お休み
(10:00〜15:00)
とことこ イム

11

12

オープンスペース
お休み
(10:00〜15:00)
とことこ イム

13

14

15

16

17

18

19

お休み

お休み

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

♪ママ講師セミナー

♪ちっちゃなアトリエ

お休み

オープンスペース
(12:00〜15:00)

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

23

24

20

21

22

お休み

リトミック

お休み

オープンスペース
2才クラス
(10:00〜15:00)
オープンスペース
とことこ イム (14:30〜16:00)
♪親子パンカフェ

27

28

29

30

31

お休み

リトミック

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

♪とことこスペシャル

2才クラス
オープンスペース
(14:30〜16:00)

オープンスペース
(10:45〜15:00)

♪印

オープンスペース
(10:45〜15:00)

25

26

オープンスペース
お休み
(10:00〜15:00)
とことこ イム

カレンダーの詳しい内容や時間は中面裏面をご覧ください。

●とことこ 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 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）

「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。

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。

１０/２３（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。

●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）

≪Ｈappy Ｈalloween～ハッピーハロウィン≫
ハロウィンの歌やあそびがいっぱい！
時： １０/３０（水）10:00～10:45

＊日
＊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

ママ講師セミナー

『ママ講師セミナー』とは・・・
地域の子育て中のお母さん・お父さん・地域の方が、趣味・資格などを
生かして、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。

※ママ講師の多くは子育て中のお母さんです。お子さんの体調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。

≪ママの簡単フィットネス≫（要申込み）
フィットネス歴２０年、ダンス歴６年のママ講師さんと一緒に、
音楽に合わせて気持ちよく体を動かしてみませんか？
ストレッチ→筋トレ→アイソレーション→リズム運動で
体もココロもスッキリ！

＊日 時：

１０/２（水）10:00～10:45

＊参加費： 無料
＊定 員： ６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： バスタオル、水分 ※動きやすい服装でお越しください。

≪お菓子づくり≫（要申込み）
ベイクドチーズケーキとバジルチーズクッキー
みんなで１台のチーズケーキを焼きます。
焼いている間は、スイーツと共にお茶タイム。
ケーキ１カットとクッキーをお持ち帰りいただきます。

＊日 時：

１０/１６（水）10：00～12：00

＊参加費：１２００円/１組親子（材料費込み・お茶とスイーツ付き）
＊定 員：６組（ママだけの参加もＯＫ）
＊持ち物：エプロン、筆記用具、ハンドタオル、持ち帰り用袋
＊講 師：真鍋 直子さん

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)

おえかきと工作の

《要申込み》

「ちっちゃなアトリエ」
10 月は...

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。
毎回おもしろい素材や小さな子どもたちでもできる手法が登場！『今』しか
描けない作れない子どものかわいい作品づくりを親子で楽しみましょう♪

《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しよう〜
＊日 時：10/18( )10:00～10:45
＊参加費：７００円/1 組親子（当日お支払いください）
お子さん２人以上の場合は２人目から+100 円/1 人となります。

＊定
＊対
＊内

員：１０組
象：未就園のお子さんと保護者
容：平面や立面の大きな紙に太いクレパスで描きます。
お絵かきを体ごと楽しみましょう。
布用のクレパスで無地のランチョンマットにお絵かきします。
（ランチョンマットはお持ち帰りしていただけます。）
汚れてもいい服装でお越しください！

年間プログラム
< 11月 > ペ ペ 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 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えのぐをつけて写してあそぼう～
9/25(水)の「ゆびえのぐであそぼ～大きなお池やおさかなをつくろう～」受付中！

サンタッタコラム
子育て支援の様々な制度や施設は、地域との関わりの中でこそよいものを生み出してい
くのではないかといつも考えています。
「サン ッ ひろば」は民間の任意団体ですが、夙川に西宮市の地域子育て支援拠点事業
「たんぽっぽひろば」を開設したことによって、夙川だけでなく甲東地域でも様々な団体
や個人とつながる機会が増えました。
8月に西宮市の子育て地域サロン『ピーナッツ広場』へのあそびのプログラムの出前、9
月には門戸厄神の『であい市』への参加など積極的に地域との交流を重ねています。
たくさんの方々と出会いながら、甲東には子育てを楽しめる場所がいっぱい、周囲の子
育て中の親子をちょっと気にかける人がいっぱい、そしてひとりぼっちをつくらない、
そんな地域になればいいなと思って種まきをしています。

とことこスペシャル（要申込み）
おやこで楽しむあそびのじかん♪おうちでできないあそびもいっぱい！
歌や絵本もあるよ～。
お友達づくりに、ママ同士の交流にもいかがですか？

ミニミニうんどうかい
９/１３（金）10:00～10:45
親子でふれあいながら気持ちよく体を動かしましょう。
小さなお子さんも楽しめます。玉入れや綱引きなども！
メダルのおみやげもあるよ☆
＊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

ママ講師セミナー（要申込み）

けしごむハンコ
×
プラバンアクセサリー
９/２０(金)10:00～11:30
＊参加費： ５００円（当日お支払いください）
※ピアス or イヤリングいずれか選択 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。

