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公園や街並みが、桜のピンクから鮮やかな緑に移り変わってきま
したね。５月２日は、八十八夜。霜のなくなる安定した気候が訪れ
る時期で、茶畑では茶摘みが始まります。八十八夜に摘んだ茶葉は
特に上等なものとされ、そのお茶を飲むと長生きするともいわれて
いるそうです。これから暑くなるこの時期。水分補給を忘れないよ
うに過ごしましょう♫
５月のきのっこ

５月生まれのおたんじょうかい

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たんじょうかいです。

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：5 月 9 日 ( 水 )11:15 〜 11:30
場

所：きのっこのお部屋

※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、

10：45 までにきのっこへお越しください。

きのっこ

ようちえんスタッフ ４名

スタッフ紹介

ボランティアスタッフ ５名
おしゃれ大好き高 3 娘といつもジャージの

中学２年生の男前になりそうな（笑）息子がひと

中 1 娘、そして夫と、３つの弁当作りで

りいます。得意ではないし、凝ったものは作れま

一日が始まります。食べるの大好き。

せんが、手芸とお料理が好きです。

はっちゃん

家事は苦手、女子力０です ( 笑 )

えりぴー

好きな事はお菓子作り、手芸、整理収納なイ
ンドア派です ( 笑 ) 小学校 6 年生の息子がい

ナーサリールームに１歳児の息子がいます。

ます。きのっこちゃん & ママとの出会いを楽

お風呂とお酒が大好きです。

しみにしています。

皆さんと沢山お話できたらいいな★

みぃみぃ

「ともちゃん」って呼んで下さーい！

ともちゃん

植物、コーラスが好きな大学３年生の娘がいる
こばちゃんです。皆さんとたくさん

おしゃべりしたいです★よろしくねー！
ようちえん、ナーサリー、きのっこ、

みーんなの先生として色んな所を行ったり来たり
します！ピアノを弾くのが好きです♡

うたな先生

こばちゃん

よろしくお願いします。

小学３年生の娘、年長さんの息子がいます。
二人ともきのっこで過ごしたので、

皆さんにもきのっこでステキな時間を
過ごして欲しいです★

みっかさん

工作 . 畑仕事 . 料理 etc

何でも自分でやってみることが好き！

受験生中 3 おっとり女子と超マイペースの中１男子、

小 3 長男にイライラ、年少次男にニコニコ、

ちー先生
（育休中）

運動大好き小 4 女子の母です♡

1 歳長女にタジタジの「ちーせんせい」です。

毎日いろんな物を探し続けてまーす♪

あけみちゃん

おたんじょうかい

4 月 18 日 ( 水 )

4 月生まれのお友だち 2 人をお祝いしました。
今月は、みんなでこいのぼりのお歌を歌いました♫

はじまるよったら、はじまるよ〜♪

の合図でみんなが集まってきてくれました。
おたんじょうかいのはじまりはじまり～！

今月、おたんじょうびのおともだち。
二人とも、今月で２歳になりました。
お誕生日おめでとう！

はっちゃんからおたんじょうびカードが手渡されました。
とってもお喋りが上手になったね♫

こいのぼりを作ろう♪

やねよーりたーかいこいのぼり〜♫
お歌を歌いながら音楽に合わせて
上手に両手でぱち！ぱち！ぱち！

ママと一緒にお歌に合わせて

おててを、ぱち！ぱち！ぱち！

4 月 17 日
（火）
〜 4 月 27 日（金）

シールをぺったんぺったんしたり、クレヨンで書き書きしたり、、、
みんなそれぞれのこいのぼりができましたー★
きのっこちゃんたちが、元気いっぱい健康に過ごせますように♫

まーるいシールを白い紙に貼れた！
と思ったら、剥がして〜貼って〜の

ママと一緒に

こいのぼりのおめめ書き書き、、、

繰り返しを楽しんでいました♪

このシールにしようかなぁ〜

ハートのおめめ、可愛いね♡

「自分で書く！」と１人で

こいのぼりのおめめをくるくるくる、、、

上手に円の中に、まるが書けていました！
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おめめにのりをぐ〜るぐる！

シールをいっぱい貼って
できあがりっ！！

きのっこ ECO ボードについて

不要になった子供服（120 センチまで）やベビー用品（おもちゃ以外）はありませんか？

きのっこ内けいじばんの左横に、きのっこ ECO ボードを設置しています。ぜひ、ご活用ください。

〈利用方法〉ピンク

※このコーナーの利用は
20 歳以上の方に限ります。
また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。

あお

ゆずります ゆずってください
①おなまえ

掲示期間 : ３ヶ月

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★

「サ
イ
あっ ズ合
たわ う服
が
〜
あり 嬉しい
がと ！
う」

のは
し
てる
ない
「捨
い
た
もっ たよ」
っ
よか

（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）
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
いただくこともあります。ご了承ください。

■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。

■開場時間

* 場所は・・・はまようちえん分館３階（赤い建物です）

午前 9 時 15 分〜午後３時

* 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。

■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。
（お問い合わせ受付時間

午前 9 時 15 分〜午後 3 時）

はまようちえん親子ひろば きのっこ 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

魚住

きのっこ通信はここにあります
小田地域振興センター
ヨシマツ小児科

北部保健福祉センター

潮江郵便局

地域総合センター神崎

フレッシュコア

南部保健福祉センター
やさしい風

こども家庭支援センターキャンディ

natural marche HareBare

JR 尼崎サービスセンター

blanc chat
庄村助産院

岡本皮膚科

小田地区会館

小田公民館

小田体育館

毛利耳鼻咽喉科
あみんぐステーション

かめい矯正・小児歯科クリニック
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つ・ ぶ・ や・ き
幼稚園のおかえりの会出
席後、３０分程度園庭で
過ごしました。高学年に
なると友達と遊んでいる
姿を見る機会もないので、
無邪気に走り回っている
のを楽しく見ていました。
その時、昨年３月までき
のっこちゃんだったＹ
ちゃんがママと降園する
ところで、思わず声をか
けてしまいました。Ｙちゃ
んのお顔を見るのは１年
ぶり、
「誰？」と言われて
もおかしくない状況の中、
Ｙちゃんは４つの指を出
し、ひとつ大きくなった
ことを教えてくれました。
とてもうれしくてありが
とうの気持ちでいっぱい
になりました。日々成長
する乳児・幼児期の感動
を分けていただき幸せで
す。新年度も新しい出会
いが始まっています。あ
りがとうございます。
（え
りぴー）
裁縫やアクセサリー作り
が趣味で、気まぐれに作っ
ては自画自賛しています
♡なかでも、最近ハマっ
ているのがゆき先生に教
えてもらった「ダーニン
グ」
。衣服に穴が開いたと
ころをかわいくお直しす
る方法です！かわいく修
繕したくつ下の裏を眺め
て は、 に ん ま り ♡ し て、
小さな幸せを感じていま
す♪（うたな）

５月のきのっこカレンダー

きみどり色で塗られている日は
終日きのっこ CLOSE です。
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