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山々が秋色に染まってきたと思ったら…

秋は駆け足で過ぎ冬の足音さえ聴こえてきそうな今日この頃。
みなさま体調を崩されていませんか？
今月は、子どもたちの成長を祝う七五三があります。
お部屋をハイハイしていたお友だちが、今、ヨチヨチ歩いている姿を見ると

『大きくなったね！』と声を掛けずにはいられなくなります。
子どもたちがすくすく成長してくれることに感謝したいですね。

11 月のきのっこ

園庭で遊ぼう！

ナーサリーかぞくのごま（0 歳児）むぎ（1 歳児）のお友だちと一緒に園庭にあるお砂場やお山で思いっきり体を動かして
遊んでみませんか？お昼は、ナーサリーかぞくのメニューをきのっこの皆でいただきます。ぜひこの機会にご参加ください。

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。
※雨天時は、ナーサリーのお部屋で遊びます。
※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。

11 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：11 月 15 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。

きのっこクリスマス会

11 月 15 日（水）予約スタート

やってきました毎年恒例きのっこクリスマス会！
定員がありますので、ご予約はお早めに〜♫ ぜひ、ご参加くださいね。

日
場
受

時：12 月 15 日（金）10:00 〜 11:00
所：きのっこのお部屋
付：11 月 15 日（水）より予約受付開始。

きのっこに直接お越し下さい。電話受付はいたしません。
内 容：歌を歌ったり、紙芝居などなど…当日をお楽しみに！

参加費：子ども１人３００円
定 員：きのっこ会員 20 組（定員に達し次第締め切ります）
※参加には事前に予約が必要です。
※会員カードの期限が切れている方も、更新なしでご参加いただけます。

※キャンセルの場合、返金はありません。後日プレゼントをお渡しします。
※当日クリスマス会の間のみ OPEN。前後のきのっこはありません

親子クッキング

〜おつきみだんご作り〜

10 月 4 日（水）

7 組の親子が参加してくれました！
クッキングが初めてのお友達も多く、みんなとても楽しんでいましたよ〜

お団子は、白玉粉とお豆腐で作りました。
今年は、きなことあんこを添えて。
とっても美味しかった〜♫
またぜひお家でも作ってみてください！

こねこね〜

おだんごレシピ 〜おやつにいかがですか？〜
材料（親子１組分）：白玉粉 50g、豆腐 50g
①分量の白玉粉と豆腐をそのまま混ぜるだけ☆
※徐々に豆腐の水分が白玉粉に浸透していくので、
混ぜながら、ゆっくり待ちましょう。
それでも水分が足りないようなら、豆腐やお水を少しずつ
足します。

②沸騰したお湯で茹でて、浮かんできたら

まるめて〜

すくいとり、冷水で冷やします。
③あんこやきなこなどお好みの味でどうぞ。

ぱくっ！

ゆでて〜

おいしく出来上がりました！

おたんじょうかい

10 月 11 日（水）

10 月生まれのお友だちをお祝いしました。
ママもどーぞ

まだかな〜
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今月は、はらぺこあおむしの絵本を読み、
手あそびをしました★

あおむしさんと一緒にパクッ

おめでとう！

バースデーカードもらったよ

きのっこライブラリー
芸術の、実りの、食の、そして、読書の秋。子育て中は、こどものための「食」、こどものための「芸術」、
「読書」に、染まってしまいますね。そんなママのために、
４つの雑誌をきのっこのブックスタンドに、
毎月ご用意しています。
奥の本棚には、お料理の本や暮らしの本など。
貸出おひとり２冊。期間１週間です。どうぞお気軽に。

おすすめ

左「やっぱり和食かな」行正り香

右「Hot Drinks around the World」
（世界のホット
ドリンク）
。
。
。おいしい本、こころゆるむ本。
行ってみたいなあ、やってみようかなの本、
本の世界で、どうぞおたのしみください。
小寺由起

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

9 月末日、次女の小学校最
後の体育大会でした。
マイペースで叱られること
の多い学年なので心配した
組体操。昨今の事情により
高さはあまりなかったので
すが、スピード感と 112 名
の息の合った動き、普段と
違う姿に感動しました。競
技の最終結果が赤白 1 点差
でびっくり。我が家の小学
校 生 活 11 年 間 で 初 め て の
ことで、とても白熱した大
会でした。
今月は音楽会。ひとつずつ
行事が終わっていくことは
さみしいですが、卒業まで
残り 5 ヶ月、母娘ともに楽
しみます。
（えりぴー）
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文 / うかいなおみ

（絵 次女
まひろちゃんが
書いたママの顔）

毎年秋になると楽しみにし
ている栗。まずは栗ごはん
を炊きます。大変な皮むき
は専用の皮むき器で剥いて
いきます。とはいえ手が疲
れるので、ゆっくり休みな
がらと思うのですが、早く
食べたい気持ちが勝りつい
力が入ります。そうして炊
き上がった栗ごはんは格
別。今年初挑戦したものが
栗ジャム。某料理番組のレ
シピで作ってみたら、簡単
なのに美味く出来上がりま
した。白玉と一緒がお薦め
だそうで、その通り頂いて
みると、いくらでも食べら
れそうなくらいとても美味
しいおやつになりました。
( みぃみぃ )
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☆きのっこ誕生会
11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。
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園庭であそぼう！
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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）
①10:00〜10:50
②11:00〜11:50
③13:00〜13:50
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子育てあのね

ようちえん
代休のため

おにぎり→当日 10:30 までに

☆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。

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

給食は
ありません
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※

編集・レイアウト / うおずみともか

