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.167

幼保連携型認定こども園
はまようちえん

2019.12 月

ȧɈȽȭɉĂɉɘɢȠȻȢɭɈɄȥɅȜɥĂ1234ਫ਼ɈાɃɜɂపɈɜȠɌɂȾɈȤݦɁȳă

06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

今年も残すところあと 1 か月となりました。
みなさんどんな 1 年を過ごされましたか？

きのっこは、今年も多くの方にお越しいただき、

にぎやかで楽しい時間を過ごすことができました。
来年も、みなさんと楽しい時間を過ごせることを
スタッフ一同心待ちにしています♡

12 月のきのっこ

12 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（12 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。
12 月 9 日（月）〜 13 日（金）

きのっこクリスマスウィーク

きのっこでクリスマスを感じる 1 週間。

クリスマスにちなんだものを作ったり、毎年きのっこに遊びに来てくれているダンス部さんや
はまペラーズさんも遊びに来てくれたり。みんなでクリスマスウィークを楽しみましょう！
内容：ワークショップ…クリスマスツリー・ブーツ・帽子を作ります。
ダンス部さん（12 月 9 日（月）10:30 〜のみ）

はまペラーズさん（12 月 13 日（金）10:30 〜のみ）

ようちえんかぞく・ナーサリーのお友だちも遊びにきてくれます♪

料金：無料（きのっこ利用料は別途必要です。
）
12 月 17 日（火）

はまようちえん

おもちつき

ようちえんのおもちつきに、きのっこも参加します。

おうちの人と一緒に杵をかついで「ぺったんぺったんぺったんこ♪」
おいしいおもちができるかな ?!

※当日、10:30 頃までにきのっこへお越しください。

きのっこお誕生会

11 月 13 日 ( 水 )

11 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。
今月はナーサリーのあーせんせいが遊びに来てくれました。

HAPPY BIRTHDAY ♡
作：藤井蓮

ぬいぬいしましょ

出版社：福音館書店

「こっちむいてほいっ」の絵本を読んでくれました。

ふだんのきのっこ

11 月 8 日 ( 金 )15 日 ( 金 )22 日 ( 金 )29 日 ( 金 )
来春のはまようちえん新入園児のお母さま達が
きのっこスタッフのはっちゃんと一緒に、
おはし・ナフキン入れをぬいぬいしました♫

素敵なおはし・ナフキン入れが
できました。

手縫いで、ちくちく。

ナーサリータイム
ナーサリーの０歳児と 1 歳児のおともだちが
きのっこに遊びにきてくれました。楽しかったね♫
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色鉛筆やクレヨンでぐーるぐる♪

みんなで順番に滑り台

しっかり手洗いできていますか？
すっかり寒くなりましたね。これからインフルエンザなどが流行る季節。
感染症の予防の基本は、第一に手洗いです。楽しく歌を歌いながら、手のひら、手の甲、指の間、爪、指の根元まで
「しっかり手洗い」を身につけましょう。
「しっかり手洗い」は３０秒以上かけて行うのが目安です。
まずは、水で手をぬらし、

「♪もしもしかめよ、かめさんよ〜」の替え歌です。

石けんをつけましょう。

ゆっくり歌ってくださいね。
てあらいうた
①

♪おねがいおねがい

②

手のひらを合わせて、
石けんぶくぶく

♪かめさんよ〜

片手の甲の上に、
手を重ねて、もみもみ

③

♪あのさんかくの
おやままで

指の間を
もみもみ

④

♪おおかみさんと
きょうそうだ

⑤

爪を立てて
しゃかしゃか

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

♪ばいくでぶるるん

⑥

♪いっとうしょう！

親指の付け根を

手首を

ぐるぐる

ぐるぐる

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

『PayPay』でのお支払いができるようになりました。

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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きのっこ冬休み
12月27日（金）〜1月７日（火）
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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。
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きのっこ誕生会
12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。
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クリスマス ウィーク
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１２月の誕生会
11:15〜11:30
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http://www.hama.ed.jp

月末に翌月分を HP に更新予定です。

HP に載せています。カレンダーは、

☆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
☆子ども人権DAY
詳細は、受付にある『おたより』をご覧ください。（講演会と映画上映）
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12 月のきのっこカレンダー

カレンダー・きのっこ通信・写真を
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