661-0967

はまようちえん親子ひろば「きのっこ」
と家庭をつなぐニュースレター

兵庫県尼崎市浜 2-2-13
学校法人小寺学園

通信

Vol.138

幼保連携型認定こども園
はまようちえん

2017.7 月号

きのっこは、はまようちえんのなかにある、0123歳の子どもと親のもうひとつのお家です。

06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

ささのはさ〜らさら〜♪

きのっこのお友だちが作った

笹飾りや願い事を書いた短冊が風に揺れています。
今月は、待ちに待ったプールあそびが始まります。
水あそびデビューの小さなお友だちも大歓迎！

水着・タオル・お茶を持って遊びに来てくださいね。
水とのふれあいをみんなで楽しみましょう。

７月のきのっこ

プールあそび

いよいよきのっこのプールが始まります。
今年も大きなビニールプールでおともだちといっしょに遊びましょう！

日

時：7 月〜 8 月 10:30 〜 11:30（カレンダーに

のマークをつけています）

持ち物：水着、タオル （持ち物にはご記名ください。）
※水あそび用オムツ・下着では入れません。
※開始時間は前後することがあります。また、天候や都合によりプールを中止することがあります。
※プールには、スタッフは常駐しません。必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

プールに入る際のおやくそく
・きのっこのお部屋で受付を済ませてから、1F のプールへ行きましょう。
・プールに入る前におしっこを済ませ、おしりをきれいに洗いましょう。
・爪が伸びていると危険です。手足の爪はこまめに切ってあげてください。

このような症状がある場合はプールあそびは出来ません
発熱・頭痛などの風邪の症状
耳の痛み
腹痛（下痢）

目の痛み、充血、目やにが出る
ものもらい、とびひなどの感染症

７月のお誕生会
きのっこでは毎月、その月にお誕生日を迎えるおともだちをみんなでお祝いします。うたを歌ったり絵本を見たり楽しい
お誕生会です。誕生月のおともだちも、いっしょにお祝いしてくれるおともだちも、どうぞ来てくださいね。
日

時：7 月 12 日 ( 水 )11:15 〜 11:30

場

所：きのっこのお部屋

持ち物：なし
※会員・ビジター利用・初めての方みなさんご参加いただけます。
※誕生月の方は、準備の都合上、30 分前までにきのっこへお越しください。

消防車をみたよ

うえださんとあそぼう

5 月 29 日（月）

6 月 1 日（木）

園庭にきてくれた消防車を見に行きました。

給食に使われているお野菜を作ってくださっている

間近に見れた大きい消防車に驚いていました！

うえださん。きのっこにも遊びに来てくれて、
お野菜の話をしてくださいました！

ズッキーニってどうやって
食べるの？

おたんじょうかい
６月２１日㈬

６月生まれのおともだち２人のお祝いをしました。
おめでとう〜♪

いろいろなお野菜を持ってきてくれたよ〜♪

普段のきのっこから

お誕生日カードもらったよ

ながーいせんろをつなげて
電車を走らせるんだ
Bumbo は私の定位置☆
ナーサリーのお友だち、いっしょにあ・そ・ぼ

電車がつながった！

ようちえんの給食はおいしいね
ごはん、どうぞ〜
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救急法講座
６月２０日㈫

理事長ハタ（尼崎応急手当普及員）による講習会がありま
した。
子どもたちもママと一緒に心肺蘇生法と AED の使い方の
勉強をしました。

救急車が到着するまでの救急法も聞きました
これからの季節は、水の事故・熱中症が心配ですね。
ほんの少しの水でも、溺れたりすることがあります。

腕は曲げずに…

プールや水あそびの時は目を離さないように心がけ
乳児には中指と薬指を
使って…

ましょう。

■開場日

《きのっこ》とは ...

月･火･水･木･金

未就園児親子のもうひとつのおうちです。
* 場所は・・・はまようちえん分館３階（赤い建物です）
* 利用できる人は・・・0 歳〜未就園児の在宅で子育てされてい
る親とその子ども。
* どんな風にすごすの・・・親子がいっしょに自分のぺースでゆっ
くりのんびり過ごせます。ノンプログラムで時間内であれば何
時に来て何時に帰ってもいい。

■開場時間
午前 9 時 15 分〜午後３時
■休場日
土日祝・お盆・年末年始・年度末など
開場日 ･ 時間は変わることがありますので正確な開場日時は
毎月の通信をご覧になるか、園までお問い合わせください。

利用料金

一度行ってみたいけど ... と少しでも迷ってるアナタ。“百聞は
一見にしかず” いつでものぞきに来てください。とびっきりの
笑顔であなたをおむかえします。何かがはじまるかも ... です。

初回に限り、ビジター券 500 円→無料

●お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。
はまようちえん親子ひろば

きのっこ

鵜飼

市谷

〒 661-0967
兵庫県尼崎市浜 2-2-13
tel 06-6499-4919 fax 06-6499-4931
kinokko@hama.ed.jp
きのっこ通信はここにあります
小田支所

小田公民館

岡本皮膚科

小田体育館

毛利耳鼻咽喉科

ヨシマツ小児科

地域総合センター神崎

潮江郵便局

フレッシュコア

やさしい風

こども家庭支援センターキャンディ

blanc chat

庄村助産院
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つ・ ぶ・ や・ き
今年も半分過ぎ、いよいよ７
月ですね。二十歳になった娘
の影響から育友会コーラス
に入団し４年目になりまし
た。ド素人でただ歌が好きや
ねん！で始めたくさんの縁や
出会いの中、５月にはニュー
ヨーク カーネギーホールに
て合唱フェスティバルに出場
してドイツ語やラテン語の歌
を歌ってきました。きのっこ
スタッフさんには旅の珍道中
を話して笑っていただき、旅
の恥はかき捨て・・色々やら
かしました！また、きのっこ
に遊びにいらしてくださった
方にはお話しますね。ただひ
とつ言えることは日本は平和
な国、住みやすく安心な国だ
と思いました。でも子どもに
は色々な国に行って文化に触
れてほしいなという矛盾した
気持ちになりました。難儀な
親です（こばちゃん）
はじめまして！きのっこ通信
の イ ラ ス ト 担 当 し て い ま す、
ゆりったーです。絵を描くの
が大好きで、子どもと毎日絵
の具やのりにまみれています
♪普段も、ひとりでふらっと
美術館やアートイベントに行
くのが好きです。今年の夏に
行きたいところは、静岡県の
『ヴァンジ彫刻庭園美術館』で
す。庭園の芝も、樹も活き活
きしていて、自然の中でアー
トを楽しめる…ああ、行きた
い！こんなゆりったーですが、
これからも時々
つぶやきます
ので、よろしく
おねがいします。
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☆子育てあのね はまようちえん園長由起と子育ての話などをざっくばらんにお話しましょう。（予約制）

７月の誕生会
11:15〜11:30
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子育てあのね

☆OPENDAY
☆きのっこ誕生会
７月生まれのおともだちは準備の都合上、 はまようちえん在園を問わず未就園児・就園児の親子に、
誕生会開始３０分前までにお越し下さい。 ようちえんで遊んでいただくための園庭開放です。
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おにぎり→当日 10:00 までになります。
（電話でも可）

①10:00〜10:50 ②11:00〜11:50③13:00〜13:50
※ 給食（ようちえんのごはん）注文締切時間が変わりました。おかずつき給食→当日 11:00 まで

編集・レイアウト / うおずみともか

