
   

             
2018 年 1 月 26 日 佐竹台スマイルプロジェクト実行委員会 

「さたけん家
ち

」通信 vol.56   
+ おひさま通信 vol.7合併号   

子どもからお年寄りまでが楽しく暮らせる佐竹台を目指し、
大阪府の事業「大阪ええまちプロジェクト」に採択され地域
の皆様と一緒に取り組んでいます。 
地域の皆様と作った「さたけん家」。これからもご意見をい
ただきながら、みんなの居場所を作っていきたいと思います。
これからもご協力をお願いいたします。                                                         
 

お問合せ・申込みはこちらまで：「さたけん家」☎06-6871-7557 ・ info@satakenchi.com 

● はがき絵教室 ● 
日 時： 2月 17日（土） 14～16時 

参加費：250 円(ドリンク付) 

※申込み不要。直接手ぶらでお越しください。 

 

● 写経カフェ ● 
日 時： 2月 3日（土） 14～16時 

参加費：250 円(ドリンク付) 

※申込み不要。直接手ぶらでお越しください。 

 

🌼北摂手作りの会🌼 常設展示コーナ
ー ■作家:Cheerful! 

スクラップブッキング& ハーバリウム 

■作家：ange claire 

バックチャーム、サンキャッチャー、ブローチ 

■作家：& Rose 

プリザーブドフラワー、ハーバリウムなど 

「子育てがむずかしい、育てにくい」と感じている 

お母さんのためのお話しシェア会 

誰にも話せなかった心のモヤモヤ、一度下ろしてひと息つきませんか？ 

日 時： 2月 16日（金）11～12時（次回 3 月 16 日開催予定） 

参加費：1000 円(ドリンク付) 定員：4 名まで 

申込み・お問い合わせ:shoko.5775@i.softbank.jp 

☆子連れ OK  

やまぐち しょうこ なんばた のぶこ 

 

●コミュ力をはぐくむ子ども英会話教室「スマイルキッズイングリッシュ」● 

日時：火曜・木曜 園児クラス 16:10～16:50 小学生クラス 17:00～17:50 体験レッスンあり  

受講料：月 4 回 5000 円  入会金 5000 円 

※問合せ 
なんばたのぶこ先生まで 
nbk158nmbt311@gmail.com  
090-9213-6586 

引っ込み思案、コミュニケーションが苦手なお子さん、英語をツールに心理学を応用した指導と 

丁寧な関わりで、成長をサポートします。体験レッスンあり。 

第 4 月曜日は「ばあばカフェ」 
第４月曜日は老人会の方がシェフに。 
“おふくろの味”をぜひ食べに来てください。 

ティータイムには老人会への加入方法など 

も聞けますのでぜひお立ち寄りください。 

※地域包括支援センターの方も来られますので 
 お気軽にお立ち寄りください。 

●グーチョキパンやさんのパンの販売  
●地域の方の作品の販売 
 

『さたけん家マルシェ』 

2 月 24 日 (土)11～16 時 

 
●お問合せは 

📩 sucre.aroma@gmail.com まで  

お疲れのあなたに笑顔を♫     

aroma sucre【アロマ シュクル】 

🌼アロマハンドトリートメント🌼 頭＆肩マッサージ 10分 

日時：2月 24日（土）13～15時  対象：どなたでも  

施術料：いずれも 10 分 500 円（ドリンク付き） 

申込み不要です。直接お越しください。 

 

さくらのしるし ふれあいバザー♪ 
日時：2 月 19 日（月）10～15 時（偶数月開催） 
「さくらのしるし」さんが、地域の猫の繁殖を防ぐため、 

去勢費用を捻出するためのバザーを開催します。 

お立ち寄りください。 

日 時: 2月 10日(大テーブル)、3月 17日(2階和室) 

①初回体験コース 60 分 14 時～ ¥1,200（1 ドリンク、テキスト代含む） 

②初心者クラス 60 分 15 時～ ¥1,500（1 ドリンク、テキスト代含む） 

①＋②の受講可 2,500 円（1 ドリンク、テキスト代含む） 

🌼 ウクレレ体験レッスン♪ 🌼 

楽器や譜面の準備のため、お申し込みは前日までに

お願いします（ウクレレは無料でレンタル可） 

●お問合せ・申込みは MIKA 先生  

✉ indiababy_mika@yahoo.co.jpまで 

 

簡単な曲を 1回のレッスンで弾き語り出来るようになるのを目標に行います。 

 

＊さたけん家の催し＆地域の先生の教室・催し案内＊（開催場所：さたけん家） 

※大阪府の事業です 

http://eemachi.pref.osaka.lg.jp/
http://3.bp.blogspot.com/-dkzkeY-E7cI/UOFJxgtK8EI/AAAAAAAAKB0/rnLxAguIrkI/s1600/bunbougu_efude.png
http://2.bp.blogspot.com/-kkfurG90g6k/U-8GF8K-GCI/AAAAAAAAkys/YPzrhU55IxM/s800/alphabet_character_a.png
http://4.bp.blogspot.com/-7VZ-UQZcLzE/U-8GF3AZt_I/AAAAAAAAky0/XhUaHR8cQfs/s800/alphabet_character_b.png
http://2.bp.blogspot.com/-zAnlytAVkV4/U-8GFhoHiNI/AAAAAAAAkyo/Tbk76o_4Zhk/s800/alphabet_character_c.png
http://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_987.html
http://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_853.html
http://1.bp.blogspot.com/-s8pah3jJHSg/VycdmHiC2NI/AAAAAAAA6SY/HXbLU07CJCQ0565IiqtKGasFv008jCKgQCLcB/s800/cat_sakura_cut_male.png
http://1.bp.blogspot.com/-ftevXDdV5IA/UNvs6XejMvI/AAAAAAAAJsk/_guiY6kLDPg/s1600/music_ukulele.png


 

  

  

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

    

  

  

 

        http://satakenchi.com             SSP『佐竹台スマイルプロジェクト』 

お問合せ：「さたけん家」☎06-6871-7557 ・ 📩 info@satakenchi.com 
LOOK! 
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2月 16日・3月 16（金）15時～16時 
花育教室  

【内容】親子で生花を使ったアレンジを作ると、不思議と笑顔で
気持ちのいい会話ができます。自己肯定感を高める教室です。」 

【受講料】1,000円（花材込）  
【対象】未就学児親子とその兄弟姉妹 10組まで 
【講師プロフィール】 

はないくんちゅ（花育人） 
石田純子（花育士・ﾌﾗﾜｰﾊｰﾄｾﾗﾋﾟｽﾄ） 

【問合せ・申込先】 
090-1967-1233    
junko-ishi@ezweb.ne.jp 

2月 23日・3月 23（金）15時～16時 
SHODOU（幼児のアート書道教室） 

 
【内容】象形文字で漢字の成り立ちを学び、墨の濃淡・滲み・ 
かすれなどを楽しむ体験教室です 
※道具は用意しています。汚れてもいい服でご参加ください。 

【受講料】500円 
【対象・定員】未就学児（年中・年長さん）5名  

※保護者同伴 
【講師プロフィール】 
池上志鳳 （WEBデザイナー・書道講師） 

【問合せ・申込先】090-8824-6139   
info@ikke-design.biz 

おひさま通信 vol.7 

開

放

日 

開催場所：おひさまルーム 

佐竹台 2丁目 4-20プレミスト南千里内         

2月 9日・3月 9日（金）15時～16時 

親子教室ココロン (育脳遊び&きっず英語)  
 【内容】英語：手遊び・歌・絵本読み聞かせ／育脳あそび： 

ミラーニューロンを鍛える真似っこ遊び 15時 45分～16時
は “子育て座談会” 【受講料】1,000円 

【対象】未就学児親子とその兄弟姉妹 8組 
【講師プロフィール】 
難波田展子：英会話教室講師／ 
尾高美穂：コーチング担当 

【問合せ・申込先】 

090-9213-6586   
nbk158nmbt311@gmail.com 

3月 10日（土）10時 30分～11時 30分 

ママの骨盤ヨガ   
 【内容】10:30～11:30：ママの骨盤ヨガ 11:30～13:00：ランチ会 

持ち物：ヨガマット orバスタオル、水分 
お時間のある方はランチもご持参ください。 
ヨガ orランチ会だけの参加でも OKです。 

【受講料】500円 
【対象】女性（産後半年以上経過の女性） 
【講師プロフィール】 
はなやゆうこ 

（骨盤ヨガインストラクター） 
【問合せ・申込先】 

mamatobabyyoga@gmail.com 

🌸開放日の体験教室  ※申込み不要  開放日に開催しますのでお気軽にご参加ください。 

2 月 22 日（木）①15 時 30 分、 

②16 時からの 2 回開催 

【講師】居城春香先生 参加費 500 円  

①ファーストサイン・②スキンケア 
 

2 月 15 日（木）15 時、15時 45 分からの 2 回 

持ち物：バスタオル、赤ちゃんの飲み物 

【講師】黒目奈穂先生 参加費 500 円 

ベビーマッサージ 

◎ママによるママのための地域の教室◎ 
こちらの教室は直接先生に予約をお願いしますｍ（＾－＾）ｍ 

ママのなんでも相談会 

2 月 22 日（木）14時 30 分～、15 時～、 
15 時 30分～、16時～各 1組 
教室に参加したい、開催してみたい、育児サークル

を作りたい、おひさまクラブに入りたいなどなど 

なんでもＯＫ 

ご予約はこちら 
info@satakenchi.com 

おひさまルーム開放日 
※申込み不要 ご都合のよい時間にお越しください 

 

 

 

毎週木曜日の 14時 30分～16 時 30分開催
利用料は無料 

 

 

 

2 月の開放日：1、8、15、22
日 

 

 

 


