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街の木々も色づき始め、平成最後の冬を迎えようとして
います。暑かった夏がうそのように肌寒く感じる日が増え
てきましたね。子どもの服は大人の感覚より 1 枚少なく着
るようにし、気温に応じて調整できるものを持ち歩くよう
に心がけましょう。

11 月のきのっこ

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 7 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、10:45 までにきのっこへお越しください。

園庭であそぼ！

きのっこのお部屋を飛び出して、広いようちえんの園庭で思いっきり遊んでみませんか？
10 時〜 11 時はナーサリー（はまようちえん０１２歳児）のお友達も一緒に園庭で遊びますよ♫
予約は不要ですので、時間内にお気軽にご参加くださいね。

日

時：11 月９日 ( 金 )10:00 〜 11:30

場

所：はまようちえんの中庭

持ち物：着替え、水筒、タオル（当日は汚れても良い服でお越しください。）
※雨天時は中止です。ご了承ください。

親子クッキング『食欲の秋！お芋の蒸しパン』
今が旬のさつまいも。やきいも・ふかしいも・スイートポテトなど、

いろいろなおやつに大活躍のさつまいもと米粉を使って、お芋の蒸しパンを作ってみませんか？
定員がありますので、ご予約はお早めに！！

日

時：11 月 20 日（火）10:00 〜 11:00

場

所：きのっこのお部屋

参加費：100 円（予約時） ※会員カードの期限が切れている方は、更新が必要です。
定

員 : 会員 10 組 ( 定員に達し次第締め切ります )

持ち物 : 汚れても良い服・お皿（出来上がった蒸しパンを乗せる用）
ご予約は 11 月 1 日〜 11 月 13 日まで。きのっこに直接お越し下さい。電話受付はいたしません。

※当日、きのっこのみの利用は、11:00 〜 15:00 となります。
※キャンセルによる返金はいたしません。

さんまパーティー

10 月 18 日（木）

ハタさんに焼いてもらったさんまを
ようちえんかぞくのおてつだい隊がほぐしてくれました。
骨を焼いて骨せんべいに、頭の先から尾の先までまるごと食べる！
いつも食べているもののいのちに感謝しながら、さんまをいただきました。

さんまさん、もう焼けたかな？

ハタさんがさんまさんの声を聞いてくれました★

「さんまさん、もういいかーい？」「もういいよー！」

さんまを焼くのに興味津々なきのっこのみんな。

生のさんまはどんな匂い？どんな感触？

近寄って手をかざしてみると、あたたかい！

五感を使って、楽しみます♫

炭火で焼いたさんまはまた一味違ったかな？

おかわりにくるお友達もたくさんいましたよ！

ようちえんかぞく おおきいぐみのお兄ちゃんお姉ちゃんが
さんまをほぐしてくれました★

きれいに骨がとれたよ！

ナーサリータイム

10 月 12 日 ( 金 )、10 月 26 日 ( 金 )

10 月から始まりました！

ジャック・オー・ランタンを作ってみよう！
10 月１日〜 10 月 25 日

10 月はごまかぞく（０歳児）
のお友達がきのっこに遊びに来てくれました♫

オレンジ色の画用紙をかぼちゃ型にちょきちょきして、
、、
おめめとおはなとおくちをペタペタして、
、
、
ジャック・オー・ランタンの完成！

きのっこのお友だちが、ナーサリーごまかぞくの
お友だちに関わりに行く姿がありました。

めはなくちの貼る位置を「どこにしようかな〜？」と考えながら
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みんなそれぞれのジャック・オー・ランタンを作りました★

ばいばーい！ターッチ！また一緒にあそぼうね♫

きのっこクリスマス会

11 月 19 日（月）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
内

時：12 月 11 日（火）10:00 〜 11:00
所：きのっこのお部屋

付：11 月 19 日（月）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。

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。
※当日はクリスマス会の間のみ OPEN。前後のきのっこはありません。

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。

《きのっこ》とは ...
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
いる親とその子ども。
* 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
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
時に来て何時に帰ってもいい。

■開場日

月･火･水･木･金
■開場時間

午前 9 時 15 分〜午後３時
■休場日

土日祝・お盆・年末年始・年度末など
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。

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。

フレッシュ
コア

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

ホテル
ヴィスキオ

●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 小田地域振興センター 北部保健福祉センター 南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 小田体育館 ヨシマツ小児科 潮江郵便局 フレッシュコア やさしい風
blanc chat
岡本皮膚科 毛利耳鼻咽喉科 地域総合センター神崎 こども家庭支援センターキャンディ 庄村助産院 小田地区会館
あみんぐステーション natural marche HareBare かめい矯正・小児歯科クリニック
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つ・ ぶ・ や・ き

今年もあと２ヶ月ですね。
仕事が７時からになり、お
弁当作りが３つに増え、次
女が部活、長女がバイトを
始め、我が家の生活が次々
変化した年でした。夏休み
の過ごし方も劇的に変わ
り、時間の流れに頭を使う
毎日でしたが、それぞれが
とても成長した夏となり
ました。嵐のライブ２年連
続当選とはならず、冬の楽
しみが減り、朝４時起きも
暗くてつらい季節になり
ますが、負けないぞ−！気
合いを入れています。
（え
りぴー）
お久しぶりです。育休から
復帰しました！小 3 男子・
年少男子・1 歳女子の 3 児
の母です。３人目
（長女）
は、
妊娠 20 週で腎臓の病気が
見つかり、生後４ヶ月から
１歳５ヶ月までに、小さな
ものも含めると５回の手術
を受けました。入院中は私
が、ほぼ付き添いだったの
で、上の子ども達は、夫と
母が交代で仕事を休んで見
てくれました。みんな大変
だ っ た け れ ど、 何 も な け
ればなかった「ママと娘」
、
「パパと息子たち」
、
「ばー
ちゃんと孫たち」それぞれ
水入らずの濃い時間を過ご
せました。病気も一段落し
て、 今 は HAPPY ♡ で す。
（ちー）
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あそぼう！
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12:30 CLOSE 11月の誕生会
11:15〜11:30
13
お芋の蒸しパン
親子クッキング
受付〆切

20
お芋の蒸しパン
親子クッキング

27

パーティー

やきいも

29

21

☆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。
☆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。

5

12

19

子育てあのね
クリスマス会
受付スタート

26

給食注文
できません

☆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

ナーサリータイム：10 時〜 11 時（ナーサリーのおともだちがきのっこのお部屋にあそびに来てくれる時間です）

編集・レイアウト / うおずみともか

