661-0967

はまようちえん親子ひろば「きのっこ」
と家庭をつなぐニュースレター

兵庫県尼崎市浜 2-2-13
学校法人小寺学園

ฆఒ

Vol.156

幼保連携型認定こども園

2019.1 月号

ȧɈȽȭɉĂɉɘɢȠȻȢɭɈɄȥɅȜɥĂ1234ਫ਼ɈાɃɜɂపɈɜȠɌɂȾɈȤݦɁȳă

はまようちえん
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

新年あけましておめでとうございます。
平成最後の年末年始は、どのように過ごされましたか？
公園では凧揚げをしている姿もありました。きっと
お家ではかるたとりやこままわし、福笑いなどをした
おともだちもいるのでしょうね。
今年一年、子どもたち、そしてご家族のみなさんにとって
健康で幸せな年となりますように☆
きのっこスタッフ一同、お祈り申し上げます。

1 月のきのっこ

1 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。歌をうたったり絵本を読んだり
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：1 月 16 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。

親子クッキング

「かす汁でぽっかぽか♪」

根菜がおいしい季節ですね。はまようちえん管理栄養士 松本先生と一緒に根菜たっぷりの
かす汁を作ってみませんか？親子で、みんなで楽しく、おいしくいただきましょう。
日

時 ：1 月 24 日 ( 木 )10:00~12:00

場

所 : 新館１階のお部屋

参加費：親子 1 組 600 円 （かす汁＆ごはん）申し込み時に参加費をいただきます。
〆切り：1 月 21 日（月）15:00 まで
持ち物：子ども用包丁（なければ、ようちえんのものをお貸しします）、
親子分のエプロン、三角巾、タオル、汁椀、皿、
箸など（お子様の成長に合わせてご用意下さい）
定

員：きのっこ会員８組（定員に達し次第締め切ります）

※申し込みは、きのっこに直接お越し下さい。電話受付はいたしません。
※キャンセルされても、返金はできません。ご了承下さい。
※当日のきのっこは、クッキング時間中（10:00 〜 12:00）参加者以外、ご利用いただけません。

12 月のお誕生会

12 月５日 ( 水 )

ナーサリーのあー先生が来てくれ
ました。みんなで歌をうたったり、
絵本を読んで、お祝いしました。

クリスマス会

おたんじょうびおめでとう

12 月 11 日（火）

17 組の親子が参加してくれました。

ダンス部『アンティ』さん

みんなで手遊びしたり、歌ったり…☆

トイ・ストーリーの衣装で「U.S.A」のダンス♪
きのっこのおともだちも、手を叩いたり体を揺らしたり
ノリノリでした

『はまぺらーず』さん
サンタクロースの手遊びと

今年のプレゼントは
布ボール と
和三盆きなこクッキー
でした♡

美しく楽しいクリスマスメドレー
みんなもいっしょに歌ったね♪

紙芝居「もりのクリスマス」
みんなのところにもサンタクロースが来て
くれますように☆

おもちつき
12 月 18 日（火）

ぺったん

7 組の親子が参加してくれました。
おともだちがおもちをつくとき

ょー

し
よい

みんなで「よいしょー！」
大きな声で応援しましたよ。

できたかな？

よいし

ょー

ぺったん
このお米が、おもちになるよ
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ぺったん

もぐもぐもぐもぐ…
よくかんでたべました！

ナーサリータイム

ナーサリーのおともだちと先生がきのっこのお部屋に来て、

12 月 14 日 ( 金 )

きのっこのおともだちといっしょに遊ぶ時間です
12 月 21 日 ( 金 )

ごまかぞく（0 歳児）
のおともだちと
いっしょに
『ベビーコロール』
『イシコロール』
というクレヨンで
おえかきをしました。

むぎかぞく ( １歳児 )
いねかぞく ( ２歳児 )
といっしょにねんど
であそびました。
ケーキ、ボール、
どうぶつなど、
いろいろ作りました。

きのっことナーサリーのおともだちがいっしょに、かきかき…

ナーサリータイムのあとも♡

取り合いっこに！？
先生は、しばらく見守ります

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、利用をご遠慮いただ
くことがあります。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

小林

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
2019 年も健康で、元気に、
楽しく、大笑いして過ごせ
ますように♥って毎年思い
ながら大笑いが少ないよう
な (^_^;) 来月から中 3 娘の
高校入試が始まります。昨
年 4 月に慌てて塾を選び、
中間、期末テストを見ては
ついつい「大丈夫なん？」
と。今思えばいらん事ばっ
かり言い続けてた 8 ヶ月。
ここまで来たら、彼女には、
本番まで後悔しないように
過ごしてもらい、母は体調
管理に黙って努めよう！結
果が大笑い出来るようにも
う少しがんばれ〜娘さん＼
(^o^) ／（あけみ）
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発行 / はまようちえん

はまよう大きい組さんの息
子は、はまようの園庭が大
好きです。今、はまってい
るのは「泥団子」
。基本と
なる団子にはお山を掘って
取り出した土を使いその次
に、お山の裏の土を使い最
後に硬くするためのサラサ
ラの土を石窯の近くから取
り…とこだわり抜いて作っ
ています。まるで、産地を
厳選して食材を集めるシェ
フのようです。小さい組さ
んの時は上手く作れず憧れ
ていたのが、今は自分が人
に教えています。こうやっ
て得た体験が本当の学びに
繋がるんだなぁて思い残り
少ない幼稚園生活をたっぷ
り満喫して欲しいと思いま
す （みっか）

イラスト / はやしだすずか
文・編集・レイアウト / こばやし
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親子学級

14:30 CLOSE
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OPENDAY
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9:15〜15:00
OPEN

給食注文
できません

☆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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きのっこ
冬休み
12月27日（木）〜1月8日（火）

24
『かす汁』
親子クッキング

31

19

10
給食

予約受付
予約受付
12月26日㈬まで
終了しました

16
１月の誕生会
11:15〜11:30

23

30

17

9

ＷＥＤ

1 月のきのっこカレンダー
9:15~15:00

ＭＯＮ
☆きのっこ誕生会
１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。

7

成人の日

14

21
子育てあのね

28

園行事のため
12:30CLOSE

☆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。（各時間１組 要予約）
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）

ちよ

