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なが〜いようであっという間の夏休みでした。
みなさん、夏を満喫できましたか？
きのっこの夏は、プール・水あそびを楽しみましたよ。
日中はまだまだ暑いですが、
体調に気をつけて、残暑を元気に過ごしましょう。

９月のきのっこ

９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：９月６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。

親子クッキング『お月見だんご』
（要予約）
今年の中秋の名月 ( 十五夜 ) は１０月４日 ( 水 )、十三夜は 11 月 1 日 ( 水 ) です。

きれいなお月さまには、やっぱりおいしいおだんご !? 豆腐を使った『お月見だんご』を親子でいっしょに作ってみませ
んか？小さなお子さんでも大丈夫ですよ！定員がありますので、ご予約はお早めに。
日

時：１０月４日（水）10:00 〜 11:00

場 所 : きのっこのお部屋
参加費 : 一家族 300 円 ( 予約時にお支払いください )

受付〆切：９月 29 日（金）15:00 まで
定 員 : 会員 15 組 ( 定員に達し次第締め切ります )
持ち物 : エプロン・三角巾・ボウル・皿・スプーン

※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。
※当日、きのっこのみの利用は、12:00 〜 15:00 となります。
※キャンセルによる返金はいたしません。

★きのっこ給食について★

きのっこ給食は、９月１日からご利用できます！

注文は当日１１：００まで（水曜日のみ１０：３０）！限定１０食！（先着）
初めてきのっこにあそびにこられた日の注文はご遠慮ください。

『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。

すいかわり

７月２５日（火）

ようちえんのスイカ割りに参加しました。
「えいっ」と叩いたあと、
みんなでおいしくいただきました。

プールあそび

おみずジャー

ナーサリーかぞくのおともだちも一緒

風鈴づくり

ひとりで

えいっ

ママと一緒に

いろいろなシールを貼って、

えいっ

可愛い風鈴を作りました。

すいか

あま〜い

おいしい〜

きの ECO マーケットからきのっこ ECO ボードへ

９／１〜設置予定

毎年春と秋に 2 回実施していた『きの ECO マーケット』、この度『きの ECO ボード』にリニューアル！
不要になった子供服（１２０センチまで）・ベビー用品（おもちゃ以外）のリサイクルを仲立ちをします。

ゆずります ゆずってください
あお

ピンク

①おなまえ
②ゆずりたいもの
ほしいもの
をお渡しするポストイットに書いて
（ ゆずります：ピンク色
ゆずってください：あお色 ）
スタッフまでお持ちください。

★きのっこでは、

品物をお預かりできませんので
ご注意ください★

掲示期間 : ３ヶ月

「捨てるのは
もったいないし
よかったよ」

※このコーナーは
20 歳以上の成人で
営利を目的として
譲渡することを
禁止します。
交渉、譲渡、譲渡後
のトラブルに関して
当施設は責任を
負いかねますので
ご承知ください。

「サイズ合う服が
あったわ〜嬉しい！
ありがとう」

（品物の持ち込みは譲り受ける方が
決まってからお持くださいますようお願いします）
まだ着ることができる洋服があるならば、
エコクラブ『Eco-to』が、はまようちえんの OPENDAY にて回収を行っています。
次回の OPENDAY は 9/9（土）です。
『Eco-to』とは
はまようちえん在園、卒園親子による身近なことからエコに取り組むことを心得に結成されたエコクラブです。
Eco-to は環境省のこどもエコクラブ、尼崎市の資源集団回収運動団体に登録しています。
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おたんじょうかい

８月２日（水）

きのっこのみんなで８月生まれのお友だちを
お祝いしました。おめでとう！

Happy Birthday ♫

きんぎょさん

みぃつけたっ！

きんぎょさん

どこかなぁ

きのっこのご利用定員は 20 組とさせていただきます。
安全を考慮し定員を超えた場合、ご利用を控えさせて

■開場日

《きのっこ》とは ...

いただくこともあります。ご了承ください。

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

■開場時間
午前 9 時 15 分〜午後３時

る親とその子ども。

■休場日

* 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

土日祝・お盆・年末年始・年度末など

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

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。

時に来て何時に帰ってもいい。

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

きのっこ通信 Vol.140

2017/9

つ・ ぶ・ や・ き

あさひはお乳も離れ、少しずつ
歩くようになり、日々の成長に
一喜一憂しながら子育てを楽し
んでいる今日この頃。最近新し
く来てくださるお友達も増え、
きのっこはとても賑やかです。
私は無資格ですが、きのっこに
は有資格者の先生がいるので、
お悩みなど気軽に相談やお話を
されてみるのもいいかもしれま
せんね。ちなみに私は先生方か
ら様々なことを盗み日々の子
育てに勝手に反映させてます。
（笑 ) 子ども達もママ達もみんな
が成長していける場を提供でき
るよう、私は私ができることに
努めていきたいです。私にも気
軽に話しかけてくださいね〜
( ともか )
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発行 / はまようちえん
文 / うかいなおみ

夏期保育のスイカ割りに年中さ
んの弟が参加しました。私と小
2 の姉はお助けマンをしました。
息子は去年は目隠しも嫌で先生
と一緒に棒を振りスイカにも当
たらずでしたが、今年は目隠し
をして自分で歩きスイカにも当
たりました！誇らしげに私と姉
の顔を見る姿に成長を感じ思わ
ず当たったね！と娘と大喜びし
ました。嬉しかったのかそこま
で好きなはずじゃないスイカも
たくさん食べました。
去年、今年と夏期保育に一緒に
お助けマンをした娘も去年は私
に引っ付いたままだったのが、
今年はよく動いてくれ小さい子
への言葉がけもしていて娘の成
長も見れました。そして、きのっ
こから入園したメンバーもすっ
かりお兄さんお姉さんになり着
替えやトイレに 1 人で頑張る姿
に感動しました！来年の夏期保
育のうちの子たちときのっこメ
ンバーの成長がまた楽しみです
（みっか）
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☆きのっこ誕生会
☆子育てあのね
はまようちえん園長由起と
９月生まれのおともだちは準備の都合上、
子育ての話などをざっくばらんに
誕生会開始３０分前までにお越し下さい。
お話しましょう。（予約制）
☆OPENDAY
①10:00〜10:50
②11:00〜11:50
はまようちえん在園を問わず未就園児・就園児の親子に、
③13:00〜13:50
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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敬老の日

26

おにぎり→当日 10:30 までに

お月見だんご
親子クッキング
受付〆切
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
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