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プールや川、海などへのおでかけが楽しい
季節になりました。水あそびをしていると
忘れがちな水分補給。こまめに水分を
摂るようにし、熱中症に気をつけましょう。
きのっこでも大きなビニールプールと
おもちゃを出して、おまちしています♡

8 月のきのっこ

8 月 21 日（水）

きのっこお誕生会

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、どうぞお越しくださいね。
時
場

間：11:15 〜 11:30

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（８月生まれ）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。

おまつりあそび

8 月 1 日（木）〜８月 30 日（金）

夜店・縁日などのおまつりにならぶ、こどもたちが心惹かれるあそび♪

きのっこでは、
『さかなつり』『しゅりけん投げ』
『うちわ・お面づくり』
をします。プチおまつり気分をあじわいに来てくださいね (*^^*)
時
場

間：平日のきのっこの OPEN 時間中
所：きのっこのお部屋

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

★きのっこ給食について★
８月のきのっこ給食は、ようちえん夏休みのためお休みです。９月２日（月）から再開します。
注文は当日１１：００まで（水曜日のみ１０：３０）！限定１０食！（先着）
初めてきのっこにあそびにこられた日の注文はご遠慮ください。

ナーサリータイム

『ナーサリータイム』は、幼保連携型認定こども園はまようちえんの『ナーサリーかぞく』（0.1.2 歳児クラス）の
おともだちと一緒に遊んだり、ママが先生とお話したりする時間です。

７月５日 ( 金 )

７月 16 日 ( 火 )
“ごまかぞく（０歳児）” のおともだちと
いっしょにあそびました。

“むぎかぞく（1 歳児）
” のおともだちと
いっしょにあそびました。

こんにちは！

手遊び「にぎりぱっちり」
ぴよぴよぴよ〜っ！！

すべりだいの上り下り
笑い声と足音がひびきます♪

みんなでパーティーかな？

ふだんのきのっこから

ママやおともだちといっしょに、ゆったりと
すきなあそびをしてすごしています。

ナーサリーのおともだちも大好きな絵本
『もいもい』をあー先生が読んでくれました。
ぽっとん落としやチェーンリングなど
ナーサリーの手づくりおもちゃであそびました。
ずりばいで、トンネルを
ずんずんすすみます♡

きのっこお誕生会

みんなで電車をつなげて集まります！
がたんごとん がたんごとん

７月 10 日 ( 水 )

7 月生まれのおともだちを
きのっこのみんなでお祝いしました。
HAPPY BIRTHDAY ☆

みんなでてあそび♪
「グーチョキパーでなにつくろう♪」

ナーサリーのちー先生が
絵本「くっついた」を
読んでくれました。

みずあそび・プールあそび
７月 12 日 ( 金 )

コーヒーフィルターに
水性マーカーで
点や線をかきかき

そこに、霧吹きで水を
かけると・・・
かき氷のできあがり☆

やっとやっとのプール開き！
この日は、ゆったりのんびり。ぽちゃんと水に浸かって
さかなや船のおもちゃ、コップなどでちゃぷちゃぷ♪

ぷはーっ

きのっこのみずあそび

シャワーで流してから
プールあそび START ！
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じょうごに水を入れます
ちょろちょろ〜

７・8 月中の天気の良い日
10:30 〜 11:30
きのっこのテラスであそびます。
（持ち物：ぬれてもよい服・タオル）

テラスのみずあそびも
大人気！

プールあそび

プール の おやくそく

・きのっこのお部屋で受付を済ませてから
いよいよきのっこのプールが始まります。
1F のプールへ行きましょう。
今年も大きなビニールプールで
・プールに入る前におしっこを済ませ
おともだちといっしょに遊びましょう！
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
日 時：7 月・8 月 10:30 〜 11:30
（プールがある日はカレンダーに
のマークをつけています） こまめに切ってあげてください。

持ち物：水着、タオル （持ち物にはご記名ください。
）
※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。

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
目の痛み、充血、目やにが出る
耳の痛み、腹痛（下痢）
ものもらい、とびひなどの感染症

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。

きのっこは、
子ども・若者応援クーポン取扱事業者です。
利用料金をクーポンでお支払いいただけます。

■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

ホテル
ヴィスキオ

初回に限り、ビジター券 500 円→無料

●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 小林
〒 661-0967 兵庫県尼崎市浜 2-2-13
tel 06-6499-4919 fax 06-6499-4931
kinokko@hama.ed.jp

市谷

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 小田北生涯学習プラザ 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
小田南生涯学習プラザ 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
ブラックベリーという果実
を知っていますか？国産物
は７月から出回ります。我が
家は毎年、初夏に梅シロップ
とブラックベリーのシロッ
プをつくります。梅シロッ
プと同じように氷砂糖を入
れて数日置いておくと砂糖
が溶けて出来上がり。
今の季節、炭酸で割ったり、
水で薄めたり ちょっぴり酸
味があるので爽やかなスッ
キリした後味です。今年の
夏もこれで乗りきります。
（うかい）
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毎年、夏になると（いや、そ
の 前 か ら か な？） 子 ど も た
ちがやろうと言い始めるの
は、
『かき氷』
『流しそうめ
ん』
『プール』
『花火』
。私に
とってはどれも、準備と片
付けが億劫なので、しばら
くは生返事であしらい、もっ
たいぶりながら、小出しに
叶えていきます ( 笑）今年は
ペ ー ス が 早 く、 残 す は『 流
しそうめん』のみ (^ ◇ ^;)
家（ベランダ）で初めて『流
し そ う め ん 』 を し た 時 は、
本物の竹でしたが、２年目
以降は、雨どいを繋げて使っ
ています。手入れが簡単で、
充分に楽しめるので、夏休
みの昼ごはんに、大活躍☆
ぶどうやトマトを流しても
OK ！飽きさせないように、
今年も『おうちで流しそう
めん』を楽しみまーす♪
（ちい）

8 月のきのっこカレンダー
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661-0967
兵庫県尼崎市浜 2-2-13
カレンダー・きのっこ通信・写真を
学校法人小寺学園
HP に載せています。カレンダーは、 幼保連携型認定こども園
はまようちえん
20 日に翌月分を HP に更新予定です。
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp
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きのっこなつやすみ ８月13日（火）〜16日（金）
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きのっこお誕生会
8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。
ナーサリータイム
ナーサリーかぞく(0･1･2歳児)のおともだちが
きのっこに来て、いっしょにあそびます。

9:15~15:00

きのっこの給食は 8 月末までお休みです。

5

12
振替休日

19

26

大きなビニール
プールであそびます。
（詳細は中面を
ご覧ください）

☆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。①10:00〜10:50 ②11:00〜11:50 ③13:00〜13:50 各回1名ずつです。
☆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。

文・編集・レイアウト / こばやしちよ

