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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。
雲ひとつない青空

幼保連携型認定こども園
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

賑やかな蝉の声・・・

いよいよ夏本番です。

たくさん遊んで、いっぱい食べて

しっかり休息を取りながら、体調の変化に気をつけて
暑い夏を元気に過ごしましょう。

８月のきのっこ

プールあそび

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！

時

間：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、１階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

８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：８月２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。

８月のきのっこ給食は、ようちえん夏休みのためお休みです。
★きのっこ給食について★

注文は 11:00 まで（水曜日のみ 10:30）！限定１０食！（先着） 初回の方はご遠慮頂いてます。

『ごはんだいすき』の献立表は、入荷の都合により変更することがあります。ご了承ください。
アレルギー等が気になる場合は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。

梅ジュースをつくったよ

松本先生と一緒に梅ジュースをつくりました。

たなばた

短冊に願い事を書いてかざりました。

ナーサリーのお友だちが
笹を届けてくれました

美味しくな〜れ〜

できたよ〜

梅のへたを取ってます
おいしい〜
コロコロ〜

元気に過ごせますように

プールあそび

やっとお天気になった 7 月 11 日

おたんじょうかい

きのっこプール遊びが

はじまりました。

７月１２日（水）

７月生まれのお友だち４人のお祝いをしました。

大きなプール

小さなプール

気持ちいい〜！

Happy Birthday ♫

3 歳になったよ！

「だるまさん、が」は、みんなだいすき
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手作りじょうろでジャー

3 階のテラスでは水あそびもできます！

ママたちの声

～食事について～

子どもの食事についての悩みはいろいろ・・・

夏場は大人でも食欲がなくなり、冷たいものばかり口にしてしまいます。
子どものペースを見ながら、食べることが楽しいと思えるような雰囲気を作れたらいいですね。
Q1 「いすに座って食べられない」「食べるのに時間がかかる」
A1

安定した姿勢で食べられるように背中にクッションやバスタオルを入れ、

足は床につくようにしてあげましょう。

Q2 「せっかく頑張って作ったのに全然食べてくれない」

A2 まずは１口分など少ない量をよそい、完食した喜びを一緒に積み重ねると変化があるかもしれませんね。
Q3「食べてほしいからついつい追いかけて口に入れてしまう」
A3

遊びながら食べている時は一度食事を終わりにして

間食におにぎり・バナナなど食事に代わる物を用意してみてはいかがでしょうか。お皿がピカピカになると
気持ちがいいね♫

（ナーサリーではうどん・ふかし芋などがよく登場します）

■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
家族カード、会員証の再発行は 100 円

●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
〒 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

小田地区会館

毛利耳鼻咽喉科

ヨシマツ小児科

地域総合センター神崎

あみんぐステーション

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

市谷

blanc chat

庄村助産院
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つ・ ぶ・ や・ き
夏休みの宿題 読書感想
文。長女は普段読んでい
る本から選んでさっと完
成させていましたが、次
女は本選びに時間がかか
ります。感想自体はどん
どん書くので、本さえ決
まれば早いんですが、そ
れまでが長すぎて・・・
とは言え、私の小学時代
は〇〇の場面がおもしろ
かったというだけのあら
すじばかりで感想文と言
えるものではなかったの
で、しっかりとした感想
文が出来上がる娘達はす
ごいなぁと思います。時
間がかかってもイライラ
せずゆったりと見守りた
い。今年こそ・・・頑張
ります（笑）（えりぴー）

きのっこ通信 VOL.139
発行 / はまようちえん
文 / うかいなおみ

昨 年 か ら、 プ ラ ン タ ー
菜園を始めました。今、
育てているのは ナス、
きゅうり、オクラ、バジ
ルなど。収穫したナスは
乱切りにしてフライパン
で焼き、塩を振って食べ
るのがお気に入り。皮は
パリっと、実はやわらか
く口の中でとろけます。
次に育てたいのはパク
チー。ようちえんで収穫
したパクチーと青じそを
刻み、鶏ひき肉とにんじ
んの炒り煮に和えると、
とってもよく合う！おや
つのおうどんの具として
も好評でした♪（まつも
とかよ）
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おにぎり→当日 10:30 までになります。
（電話でも可）
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☆OPENDAY
はまようちえん在園を問わず未就園児・就園児の親子に、
ようちえんで遊んでいただくための園庭開放です。
☆きのっこ誕生会
８月生まれのおともだちは準備の都合、
お誕生会開始３０分前までにお越し下さい。

28

※ 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

