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十五夜お月さん見てはねる〜♫

現代の日本では十五夜のお月見だけのことが多いですが、
昔のお月見といえば、十五夜と十三夜に行われていました。
十五夜だけでは『片見月』といって縁起が悪いとされ、
秋の収穫祭の一つとして十三夜にも必ずお月見をしていたそうです。
今年の十五夜は例年より少し遅くて 10 月 4 日、十三夜は 11 月 1 日です。
きれいな月を親子でゆっくり眺めてみてはいかがですか？
きのっこでは十五夜の 10 月 4 日（水）に
『お月見だんご』を親子でいっしょに作って
十五夜の風習を楽しみます。（予約制）

10 月のきのっこ

走れ！未来のエース！

10 月 4 日潮小学校にて、はまようちえんの運動会があります。
プログラム５番「未就園児親子

走れ！未来のエース」

ではきのっこのおともだちもご参加いただけます。
きのっこのみんなも、ママやパパと一緒に走ってみませんか？

10 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：10 月 11 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。

園庭で遊ぼう！

涼しく過ごしやすい季節になってきましたね。広いようちえんの園庭で思いっきり遊んでみませんか？
お昼は、ナーサリーかぞくのご飯をきのっこのみんなでいただきます。ぜひこの機会にご参加ください。
今回は定員が 10 組なので、お早めにご予約を〜。

日 時：11 月９日 ( 木 )10:00 〜 13:00
場 所：はまようちえんの中庭
参加費：給食代のみ（予約時に徴収させていただきます）
定 員 : 会員 10 組 ( 定員に達し次第締め切ります )
持ち物：着替え、水筒、タオル

受付〆切：11 月 6 日（月）15:00 まで
※当日は汚れても良い服でお越しください。
※お申込みいただいてない方は、当日きのっこのご利用は 13:00 〜となります。

ホッと一息、きのっこカフェコーナー
ママがお家から持ってきてくださった愛着あるコップを
大切に片付けられるように新しく扉付きの収納にかえました！
きのっこのカフェスペースには、コーヒー・紅茶・ほうじ茶を置いています。
マイコップをお持ちいただくと、無料で利用できます。
（会員限定）
※マイコップには必ずお名前を書いてくださいね。
皆さまが心地よく過ごしていただけるよう、引き続きご協力よろしくお願いします。
また、はまようちえんが運営するブックカフェもありますので、合わせてご利用ください。

～ community Café&Books つながりのき～
幼保連携型認定こども園はまようちえんが、地域の乳幼児教育センターの役割を担い、
子育て支援の一環として開設するブックカフェです。 毎週木曜９:30-13:30 OPEN
出入口

コミュニティカフェ＆ブックスつながりのきでは、ほぼ毎
週木曜日に、はまようの在園＆卒園児のお母さんたちがボ
ランティアでカフェ営業をしています。
カフェでお出しするコーヒーは、町のコーヒーショップで
もなかなか飲むことのできない貴重なスペシャルティコー
受付カウンター

ヒー豆を独自のルートで入手して、僕がカフェで自家焙煎
しブレンドしたもの（シングルオリジンもあります）
。ブ
レンドコーヒーは、苦みを抑えて、ほどよい酸味とフルー
ティさが特徴です。
スタッフ手作りの美味しく身体にもやさしいスイーツも毎
回売り切れごめんの人気です。
開店情報は、つながりのき Facebook ページをチェック
してください。マイカップをご持参いただければテイクア

飲食スペース

ウトもオーケー。ご来店をお待ちしています。
つながりのき店主バリスタ
ハタタカユキ
（SCAJ コーヒーマイスター、
JCQA コーヒーインストラクター２級）

※ブックカフェのドリンクをきのっこへ TAKE OUT することができます。
ご利用の方はマイコップをご持参ください。
きのっこ通信 Vol.141
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おおきな冬瓜

ナーサリーのおともだちが遊びにきたよ

管理栄養士の松本先生が
おおきな冬瓜を持って遊びに来てきてくれました。

ナーサリーかぞくのおともだちが
きのっこに遊びに来てくれました〜。
「おべんとうばこのうた」の手遊び
『お月さまってどんなあじ？』の絵本をみんなで楽しみました。

大きいね〜

みんなで大きなお弁当を作りました

触ると指が白くなるよ！

お月さまってどんな味かなぁ

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

natural marche HareBare

市谷

blanc chat

庄村助産院
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つ・ ぶ・ や・ き

息子の中学生活が始まりまし
た。鉄道好き・将棋好きな息子
の予想外の陸上部入部に驚きま
したが、走ることに楽しみを見
つけたのか、先輩たちとの会話

きのっこ通信 VOL.141

が楽しいのか毎日せっせと通っ
ています。夏休みには記録会や
大会があり、息子とは違う中学
に通っている『はまようちえん』
出身の陸上部員の子とも出会え

発行 / はまようちえん

たようです。30 度を超える気
温の中、自分の目標に向かって
頑張る子供たちの顔は、とても
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はまようちえん

幼保連携型認定こども園

学校法人小寺学園

06-6499-4919 兵庫県尼崎市浜 2-2-13
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１０月生まれのおともだちは準備の都合上、誕生会開始３０分前までにお越し下さい。

3

10

はまようちえん

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
☆OPENDAY

2
平成30年度
ようちえんかぞく
入園願書受付開始

キラキラ輝いて眩しく見えまし
た。
（はっちゃん）
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ナーサリーかぞく

14:30 CLOSE 平成30年度
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入園説明会
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親子学級
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10月の誕生会
11:15〜11:30

17

25

給食注文
できません

16

24

OPENDAY

園庭キャンプ

おにぎり→当日 10:30 までに

☆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）
①10:00〜10:50 ②11:00〜11:50 ③13:00〜13:50

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

子育てあのね

30
※
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園庭キャンプ

23

体育の日

毎年新しい事を始めたくなるわ
たし。今年は心弾むものもなく
平凡な日々でしたが、やっと夏
前に、いつかやってみたい事と、
今やりたいと言う気持ちが一致
してはじめました。
『ホットヨ
ガ』を。ホットヨガの瞑想？の
時間に ほぼ毎日３人の子ども
達を、鬼の形相で怒りまくる事
に反省し、明日からは笑顔で過
ごすぞー！と帰宅。玄関を開け
ての第一声が『靴しまえー！』
反省から 10 分後にまた鬼さん

次女きせらちゃん）

（あけみちゃん）

に。明日も反省してこよー。

（絵
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