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お天気のよい日。水あそびを楽しむ子ども達の元気な声が園庭から
聞こえるようになり、夏の近づきを感じます。大人にとっては、日
焼けが気になる暑い夏ですが、子ども達には泥んこ遊びや水あそび
ができる楽しい季節なのでしょうね♫

６月のきのっこ

６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：６月６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。

梅雨をたのしもう♫

もうすぐ梅雨の時期がやってきますね。あじさいが咲いたり、道端でカタツムリに出会ったり、雨の後に虹が
見えたり。きのっこでも梅雨にちなんだ製作をします。クレヨンでぬりぬり、
シールでぺたぺた簡単な製作です。
みんなで季節を感じながら、梅雨を乗り切りましょう。
日

時：６月５日 ( 火 ) 〜６月１５日（金）

場

所：きのっこのお部屋

参加費：無料
※予約の必要はありません。直接きのっこの部屋にお越しください。
※汚れても良い服をご持参ください。

七夕飾りを作ろう！

７月７日は、七夕。おりひめとひこぼし、今年は会えるかな？
きのっこでは、短冊にねがいごとを書いて、七夕飾りを作ります。できたら笹に飾りますよ〜。
みんなのねがいごとが叶いますように☆
日 時：６月 26 日 ( 火 ) 〜７月６日（金）
場

所：きのっこのお部屋

参加費：無料
※予約の必要はありません。直接きのっこの部屋にお越しください。
※汚れても良い服をご持参ください。

おたんじょうかい

5月9日(水)

5 月生まれのお友だちをお祝いしました。
今月は、ナーサリーかぞくのちさと先生が遊びにきてくれ
「だるまさんの」の絵本や手遊びをしてくれました！

とん、とん、とん、とん…の合図に合わせて

「ひげじいさん」の手遊びをしてくれましたー！
おにさんのぽーず☆

今月おたんじょうびのおともだち。
５月で３歳になりましたー♫
おめでとうございます！

ふだんのきのっこ
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の合図に合わせて体をゆらゆら〜♫
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きのっこで人気の

はらぺこあおむしとロッキングホースです。

おままごとコーナー☆

取り合いになることもしばしば…（笑）

きのっこのおもちゃコーナーでは

木のおもちゃ・フェルトや布の手作りおもちゃを置いています。

とっても良い匂いの新茶に興味津々です。

←左図

だいすきなクレヨン♫

クレヨンを握るのが上手になってきたね。
一生懸命かきかき…夢中です。
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きのっこのクレヨンは

STOCKMAR のみつろうクレヨンを使用しています。
折れにくく、口に入れても安心・安全なクレヨンです。

きのっこ

みずあそび

右の写真は、昨年のみずあそびの様子です。
きのっこのテラスに、たらいと「アクアプレイ」を出し
みんなでみずあそびを楽しみましたー♪

気温が高い晴れの日は、お外でみずあそび！！
パチャパチャと気持ちいいですよ〜♪
日

程 : 7 月〜 8 月の天気の良い日

時

間 : 10:30 〜 11:30

持ち物 : ぬれてもよい服 or 着替え・タオル
※きのっこのプールは 7 月から始まる予定です。
※水あそび用オムツ・下着では入れません。
※水あそび用のおもちゃも用意しています。
※天候や都合により中止にすることがあります。

☆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。

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。

■開場時間

* 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

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。
（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

北部保健福祉センター

JR 尼崎サービスセンター

小田公民館

blanc chat

毛利耳鼻咽喉科

小田地区会館

岡本皮膚科

あみんぐステーション

南部保健福祉センター

小田体育館

ヨシマツ小児科

地域総合センター神崎

尼崎市役所
潮江郵便局

すこやかプラザ
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

庄村助産院

HareBare
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つ・ ぶ・ や・ き
年長さんになった息子は、
給食を減らさず早く食べ
るようになりました。
「大
きい組さん誰も減らして
ないから減らさず頑張っ
てる」といってます。可
愛い年少さん男子に「男
の子トイレでおしっこす
るやり方教えてあげた」
と教えてくれ、凄いし可
愛いで微笑ましい光景だ
なぁと思い、上の娘の時
もでしたが、焦らずとも
プライドを持つようにな
り、学年が子どもを成長
させてくれるなぁとつく
づく感じました（みっか
さん）
ち ょ う ど 10 年 前 の 4 月
初めてきのっこにきまし
た。その頃は新館 2F の広
いお部屋で、たくさんの
木のおもちゃと絵本があ
るここで息子を遊ばせた
いと思ったこと、今でも
はっきりと覚えています。
きのっこではたくさんの
親子と出会いました。子
育ての悩みを共感できた
り、先輩ママから話を聞
けたことで、子育てに迷っ
てばかりの毎日をなんと
か乗り越えてこられたと
思います。
今はあの頃の悩みよりも、
楽しかったことだけが記
憶に残っています。今度
ゆっくりアルバムを開い
て懐かしみたいと思いま
す。
（みぃみぃ）
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親子学級
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きみどり色で塗られている日は
終日きのっこ CLOSE です。

ＴＨＵ
9:15~15:00

☆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。
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子育てあのね
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☆きのっこ誕生会
6月生まれのおともだちは準備の都合上、10:45までにお越し下さい。

4

11

18

25

七夕飾りづくり
☆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）
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