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とんぼが飛び交い、暑さも和らぐなど
秋の訪れが感じられるようになってきました。
9 月のきのっこは、おつきみだんごを作って
『食欲の秋』を楽しみます (^^)
夏の疲れが出て体調を崩しやすい時期でも
ありますので体調管理に気をつけましょう。

９月のきのっこ

9 月４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（9 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。

9 月 13 日（金）

おつきみだんご作り（要予約）

今年 (2019 年 ) の中秋の名月は、9 月 13 日 ( 金曜日 ) です。

きれいなお月さまには、やっぱりおいしいおだんご！きのっこでは豆腐を使った『おつきみだんご』
を親子でいっしょに作って、みんなでいただきます♡
時
場

間：10:00 〜 11:00

所：きのっこのお部屋

参加費：１組３００円 ( 予約時にお支払いください )
受付〆切：9 月 11 日（水）15:00 まで
定

員：会員 12 組（定員に達し次第締め切ります）

持ち物：エプロン・三角巾・ボウル・皿・スプーン・タオル

※参加費以外に、通常通りきのっこ利用料（月会費・回数券・ビジター券）がかかります。
※アレルギー等が気になる場合は、お気軽にスタッフまでおたずねください。
※キャンセルによる返金はいたしません。

※当日、きのっこのみの利用は 11:30 〜 15:00 となります。ご了承下さい。

キーホルダー作り

スイカわり

７月 23 日 ( 火 )

8 組の親子が参加してくれました。
ようちえんやナーサリーのおともだちと
いっしょにスイカわりをしました。

７月 30 日 ( 火 )

３組の親子が参加してくれました。
スモックを着て、わくわくどきどき！
クリップとキーホルダーを
作りました。

われた！

指先で絵の具を
ちょんちょん♪

\( ˆoˆ )/

ーっ！

よいしょ

ふだんのきのっこから
大きなビニールプールや
きのっこテラスでのみずあそび♪
お部屋の中では、さかなつりやわなげを
して、『きのっこの夏』を楽しみました。

いただきまーす♡

ペットボトルの手作り
シャワーが人気でした☆

さかなつり

いっしょにちゃぷちゃぷ
みずあそび♪

ナーサリータイム
8月2日(金)

つれるかな？

かに！

わなげ

できた

えいっ！

『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。

“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。
手づくりおもちゃ
（チェーンリング・ぽっとんおとし）
であそびました。コップの中に
おはじきを入れてジュース屋さん
ごっこも楽しかったね。

きのっこお誕生会

にもつ、はこぶよ
プップーッ！

おともだちといっしょに
ゆらゆら パッカパッカ

ナーサリーのあやこ先生が
絵本「のりものいっぱい」を
読んでくれました。

8 月 21 日 ( 水 )

8 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 ☆
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ナーサリーのちさと先生が絵本「いないいないばあ」
を読んでくれました。
「みんなも、いないいない…ばあっ！」

てあそび♪
「とんとんとんとんひげじいさん」

9 月 13 日（金）
「おつきみだんご作り」のレシピ

お月見の日はもちろん、
ふだんのおやつにもいかが ⁉️

〜豆腐で作る白玉だんご〜

豆腐で作ると、歯切れがよく
時間が経ってもやわらかいので

【材料（親子１組分）】

食べやすいですよ♡

白玉粉 50g / 豆腐 50g / 水 適量
【作り方】
①ボウルに分量の白玉粉と豆腐を入れ、

少しずつ、ゆっくり食べましょう。

均一になるよう混ぜます。

また、食べ終わるまでは

※徐々に豆腐の水分が白玉粉に浸透していくので

大人がそばで目を離さないようにしましょう！

混ぜながらゆっくり待ちましょう。耳たぶくらいの固さが目安。
水分が足りないようなら、豆腐やお水を少しずつ足します。

②手のひらや指先で丸めて、おだんごを作ります。
③沸騰したお湯に②を入れ、浮かんできたらすくって
冷水にとります。
④あんこやきなこなどお好みの味でどうぞ。

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
夏休みに次女（中２）と卓
球をしました。去年はラケッ
トに当てることもなかなか
できなかったのが、何度も
返せるようになり、夫に「格
好はへなちょこやけど続い
てるやん」と言われ「へな
ちょこでも返せたら楽しい
わ」とはしゃいでいました。
当たり前ですが上手になっ
たわけではなく、去年は初
心者だった娘が上達し、ラ
リーが続くように球をコン
トロールしていたのだと思
います。たまにすごい回転
をかけて打ってきて「こわ
～」ということもありまし
たが、人生で初めて卓球を
楽しめました。乳幼児期に
は及びませんが、１０代の
成長もすごいな～と感じた
夏でした。
（えりぴー）
息子（中３）と初めて親子
二人旅に行ってきました。
旅先は広島で二泊三日。行
程は息子が決め、私はつい
ていくだけ。宮島では『厳
島神社』だけかと思いきや、
近くの『宮島水族館』にも
行くことに。おまけに通常
営業後のナイトツアーにも
参加し、カブトガニを持つ
という貴重な体験させても
らいました。息子のおかげ
で、ＪＲ・路面電車・フェ
リー・バスを駆使していろ
いろな場所に連れて行って
もらい楽しませてもらいま
した。またこのような二人
旅ができるかわかりません
が、息子と旅行に行くこと
ができるといいなぁと思う
母でした。
（はっちゃん）

9 月のきのっこカレンダー
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きのっこ
お誕生会
11:15〜11:30
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入園募集説明会

ようちえんかぞく
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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

http://www.hama.ed.jp
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親子クッキング
「お月見だんご」

18

26

親子クッキング
受付〆切
17

25

ナーサリー

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。

☆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 各回1名ずつです。

入園募集説明会

かぞく（ルーム）

24
子育てあのね

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。

きのっこお誕生会
９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。

ＭＯＮ

『PayPay』でのお支払いができるようになりました。
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☆OPENDAY

文・編集・レイアウト / こばやしちよ

