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お天気のよい日。水あそびをする子ども達の元気な
声が聞こえるようになり、夏が近づいてきたことを感
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♫

きのっこオープンの日程と月会費について
今年度 4 〜 6 月と不定期開設となり、皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしました。
7 月より通常通り月〜金曜日で週５日 OPEN できることとなりました。それに伴い、月会費も通常料金となります。
（2000 円）
カレンダーは、継続して前月の 20 日に HP ときのっこ掲示板にてアナウンスを行いますので、ご活用ください。

7 月のきのっこ

プールあそび

いよいよきのっこのプールが始まります。

今年も大きなビニールプールでおともだちといっしょに遊びましょう！
日 時：7 月〜 8 月 10:30 〜 11:30（プールがある日はカレンダーに
持ち物：水着、タオル （持ち物にはご記名ください。
）

のマークをつけています）

※水あそび用オムツ・下着では入れません。

※開始時間は前後することがあります。また、天候や都合によりプールを中止することがあります。
※プールには、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。

プールに入る際のおやくそく

・きのっこのお部屋で受付を済ませてから、1F のプールへ行きましょう。
・プールに入る前におしっこを済ませ、おしりをきれいに洗いましょう。
・爪が伸びていると危険です。手足の爪はこまめに切ってあげてください。

このような症状がある場合はプールあそびは出来ません
発熱・頭痛などの風邪の症状
耳の痛み
腹痛（下痢）

目の痛み、充血、目やにが出る
ものもらい、とびひなどの感染症

７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来てくださいね。
日

時：７月 4 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♫

６月５日 ( 火 ) 〜６月１５日（金）

色画用紙に、きのっこちゃんがぺたぺた、ぬりぬり。
その紙を元にママがちょきちょきしてかさを作りました（右絵）
シールあそびにとても興味がある年頃ですね。
はさみを自分で使えるお友達もいましたよ！！

シールをぺたぺた。

以前はシールの表裏がまちまちでしたが

のりを下にして貼れるようになっていました！

クレヨンでぬりぬり〜。

ママと一緒にぺたっ！ぺたっ！

みどりの色画用紙いっぱいに、

シールに興味津々でした☆

おたんじょうかい

とっても力強く書いていました！

６月６日（水）

6 月生まれのおともだちをお祝いしました！
今月はナーサリーのいっちゃん先生が手遊び「一本指の拍手」をしたあと、
絵本「ぽんちんぱん」
「まるくておいしいよ」を読んでくれました。

１歳になりました！

おめでとうございます☆

いっぽんのゆーび、いっぽんのゆーびー
いっぽんゆびでは〜く〜しゅ〜♪

梅シロップづくり

「ぱん、ぱん、しょくぱん、ぽんちんぱん」
おいしそうな食パンだね。

6 月 20 日（水）

きのっこのみんなで梅シロップを作りました。
作っているうちに、だんだんお部屋は梅の香りに包まれ、ほっこり♡
コロコロ〜コロコロ〜♫ おいしくなーれ！

毎日、きのっこのおともだちがコロコロ〜
おやすみの日はナーサリーのおともだちも
コロコロしてくれていましたよ！

ママと一緒に、つまようじで梅のへた取り。

上手にとれたよーと梅を持って見せてくれました！

きのっこでは、梅が傷つかないように瓶を傾けて

梅を瓶の口から転がしながら詰めていきましたー！

きのっこ通信 Vol.150

2018/7

梅シロップ
今年はきのっこでも、梅シロップを作りました☆
簡単にできるので、
ぜひお家でも作ってみてくださいね！

☆梅

800g

☆氷砂糖

600g

☆お酢

50ml

つまようじで、梅のヘタをとる。

②

梅をフォークで刺し、穴をあける。
※梅全体にまんべんなく刺してくださいね。

ようちえんで毎年作っている梅シロップ。

材料

①

③

瓶の中へ、梅と氷砂糖を交互に入れる。

④

お酢をまわし入れる。

⑤

最後に瓶の蓋を閉め、
グルグル瓶を回して混ぜ混ぜ〜
毎日 1 回グルグル瓶を回して混ぜてください。
氷砂糖がすべて溶けたら、出来上がり☆

※冷暗所で保管してください。

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

午前 9 時 15 分〜午後３時

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
尼崎市役所

尼崎市立すこやかプラザ

JR 尼崎サービスセンタ
岡本皮膚科

小田公民館

毛利耳鼻咽喉科

あみんぐステーション

小田地域振興センター
小田体育館

北部保健福祉センター

ヨシマツ小児科

地域総合センター神崎

natural marche HareBare

潮江郵便局

南部保健福祉センター

フレッシュコア

こども家庭支援センターキャンディ

やさしい風

庄村助産院

blanc chat

小田地区会館

かめい矯正・小児歯科クリニック
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つ・ ぶ・ や・ き
梅雨真っ只中、あちこち
の店頭には南高梅が並ん
でますね。最近、ちょっ

きのっこ通信 VOL.150

とした微笑ましい出来事
がありました。お店で南
高梅を見て、
「黄緑、黄色、
赤に変わるんだよね」と
ママに話しているはまよ

発行 / はまようちえん

う T シャツを着ている女

イラスト / やまもとかおり

文 / いちたにはつえ

な加茂なすに「これはな

美味しい物に注目出来る

した。幼児の頃に季節の

顔がほころんでしまいま

いるのを耳にし、思わず

すび？」とママに聞いて

まりの可愛い会話。大き

の子を見つけました。あ

ことに感動でした。それ
から数日後、南高梅の収
穫とシロップの作り方の
テレビ中継を見ていた 21
才の娘が「私の普段から
お世話になっている南高
梅！」と言ったので、
「何
で？」 と 聞 く と「 梅 酒 や
ん！」 と 一 言・・ ま ぁ い

いか、これも旬の楽しみ

方 か な と 苦 笑 い で し た。
今年も梅シロップ、きのっ

こでも楽しみやわ♫ ( こ
ばちゃん )
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親子学級
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OPENDAY

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。

７月の誕生会
11:15〜11:30

☆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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７月のきのっこカレンダー
ＭＯＮ
9:15~15:00

海の日

☆きのっこ誕生会
７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。
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