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秋の味覚といえば、何を思い浮かべますか？

はまようちえんでは、毎年この時期に「さんまパーティー」をします。
子どもたちの前で「ハタさん」がさんまを炭火で焼き、
頭から尾・骨まで丸ごといただきます。

年長児が「さんまパーティー」に向けて魚のほぐし方を練習し、
当日とりわけてくれます。命をいただき生かされていること、

大切に美味しく食べることを子どもたちに伝えていきたいですね。
きのっこの方も「さんまパーティー」に参加できます。

参加される方は、10 月 11 日 ( 金 )10 時半までにお越し下さい。
開始時間は前後することがあります。ご了承ください。

10 月のきのっこ

10 月の開場日時のお知らせ
１０月の開場時間を下記の通り変更させていただきます。
ご了承くださいませ。
月・水・金 9:15 〜 15:00
火・木
9:15 〜 14:00

10 月 5 日（土）はまようちえん

うんどうかい

みんなでかけっこ

プログラム６番「みんなでかけっこ（未就園児 )」は
きのっこのおともだちもご参加いただけます。
きのっこのみんなも、ママやパパと一緒に走ってみませんか？
場
時

所：潮小学校（尼崎市潮江２丁目２－２０）
間：10:30 頃を予定していますが、時間は前後することがあります。

10 月 16 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（10 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。

きのっこお誕生会

９月 4 日 ( 水 )

９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。

たくさんのお友だちがお祝いしてくれました。
HAPPY BIRTHDAY ☆

ナーサリーのあーせんせいが
手遊びをしてくれました。

ナーサリータイム

『ナーサリータイム』は、はまようちえんのナーサリー（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したりする時間です。
１０月からは不定期開催になります。いつ遊びに来てくれるかはお楽しみ！
みんなでいっしょにあそぼうね♪

9 月６日 ( 金 )

“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。

9 月 17 日 ( 火 )
“いねかぞく（２歳児）” のおともだちと
いっしょにあそびました。

手づくりおもちゃであそびました。

おつきみだんご作り

9 月 13 日 ( 金 )

12 組の親子が参加してくれました。
粉と豆腐をまぜておだんごづくり。

てあそび♪
「だんごだんご
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ママといっしょにコネコネ♪
くっついた」

どんぐり遊びはいかが？
潮江緑遊公園でどんぐりを見つけたよ！

西側にある遊具の近くの木に、細長いどんぐり。

その並びの木を見ていくと、丸くてふとっちょなどんぐり、ちっちゃなどんぐりも。
まだ落ちているどんぐりは少ないけれど、これから秋が深まっていくと、
どんぐりが、
「ころころ

どんぶりこ♪」とお池にはまることもあるでしょうね。

どんぐりを拾って集めるだけでもワクワク。
並べて遊んだり、おままごとをしたり、

「どんぐりノート」

ペットボトルや容器に入れて、どんぐりマラカス♪

いわさ

つまようじをさすだけで、どんぐりごまが作れますよ。

工作や食べ方まで載っていて、

どんぐり拾いがさらに楽しくなりそうです。

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。

* 利用できる人は・・・0 歳〜未就園児の在宅で子育てされて

作

イラストでわかりやすく説明されています。

きのっこのご利用定員は 20 組とさせていただきます。

* 場所は・・・はまようちえん分館３階（赤い建物です）

玲子

２０種類ほどあるどんぐりについて写真と

〈どんぐりの虫退治方法〉
①どんぐりをきれいに洗って乾かす。
②ビニール袋などに入れて、冷凍庫に一週間入れる。
③取り出して、よく乾かす。

未就園児親子のもうひとつのおうちです。

文化出版局

ISBN： 9784579403561

※小さい子は、間違って口に入れないよう、おうちの方はご注意下さい。

《きのっこ》とは ...

ゆうこ・大滝

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

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

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。

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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気がつけば 10 月。１年がほ
んとに早く感じます。今年の
10 月は祝日がなんと 2 回！
14 日体育の日プラス今年限
定ですが 22 日即位礼正殿の
儀。学校も幼稚園もお休みな
のはちょっと母たちは苦笑い
かな。さて我が家の大学 4 回
生の娘の学費がこの 10 月で
最後の支払いとなり、やれ
やれ。子育て中は何かとお金
に羽がはえてましたが考えて
みると親も楽しめる機会が多
かったです。部活の遠征は良
き思い出でした。来春は社会
人。一人立ち。しっかり働い
て貯金して欲しいけど TDL
と嵐に消えていきそうなので
積み立て NISA させたいと思
います。( こば )
最近の次男（年中）は、口達
者。自分の主張ができるよう
になった反面、ずるくて、い
じわるな発言が多く、私は
すぐにイラッとしてしまいま
す。反対にずっと私のイライ
ラの種だった長男（小 4）が、
次男と長女（2 歳）の喧嘩を
仲裁したり、
「手伝おうか？」
と自分から言うようになり、
「あれあれ？」
な私。上二人は、
２歳の「イヤイヤ期」があま
りなかったけれど、４歳～９
歳が反抗期なのかしら？？ち
なみに長女は２歳。
「自分で
やる」
「いや！」ははっきり
しているが、そこまでひどく
ない。ということは ･･･ ！？
覚悟だけして、今の子どもた
ちの想いによりそい？ぶつ
かって？ほどほどに過ごしま
す (^_^)/~（ちー）

つ・ ぶ・ や・ き

子育てあのね
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おにぎりです

圓行事のため、
この日の給食は

予備日
うんどうかい

OPENDAY
27

20

ナーサリータイム 不定期開催
ナーサリー(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。

給食注文
できません
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うんどうかい
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ＳＵＮ

はまようちえん
（潮小学校にて）

5

9:15~15:00

ＳＡＴ

きのっこお誕生会 11:15〜11:30
10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。

14:30 CLOSE

25

18

14:30 CLOSE

さんまパーティー

11

4

ＦＲＩ

9:15~15:00

☆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。9:30 〜14:00

28

21

体育の日

給食注文
できません

14

7
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9:15~15:00

『PayPay』でのお支払いができるようになりました。

10 月のきのっこカレンダー

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
http://www.hama.ed.jp
kinokko@hama.ed.jp

