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秋にはラグビーワールドカップで盛り上がった日本。
来年は東京でオリンピックが開催されますね。

時差がなく、リアルタイムで楽しめるオリンピック !!
日本選手の活躍が今から楽しみです♡

昨年も沢山の方にご利用いただき、ありがとうござました。
2020 年もみなさまにとって

健康で幸せな一年となりますよう、

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 15 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

間：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（1 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。

1 月 14 日（火）〜 17 日（金）

お正月あそび

もーいーくつねーるーと、おーしょーうがつー♫
きのっこでは、今年もお正月あそびをします。
こまを作って回したり、お手玉で遊んだり、福笑いをしたり。
。
。
笑う門には福来る☆みんなで伝統あそびを楽しみましょう！！
場 所 : きのっこのお部屋
参加費 : 無料
申し込み : 不要
※上記期間中、お好きなときにお越しください。

やきいもパーティー

11 月 28 日（木）
ようちえんのやきいもパーティーに参加しました。
ほくほくのやきいも。
とっても美味しかったね♪

やきいもが焼けるまで、
ようちえんのお兄ちゃん・お姉ちゃんと一緒に見学

美味しく焼けたやきいもを
みんなでいただきました。

ようちえんかぞくのなつき先生が
落ち葉をくべてくれました。

きのっこお誕生会

12 月 4 日 ( 水 )
12 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。

クリスマスウィーク

12 月 9 日 ( 月 ) 〜 13 日（金）

HAPPY BIRTHDAY ♡

たくさんのおともだちが
きのっこに遊びに来てくれた 1 週間♫
また来年も遊びに来てね♡

ナーサリーのおともだちがきのっこに遊びにきてくれました！
すずせんせいが絵本を読んでくれたり、ギターを弾いてくれたり、みんなで踊って楽しかったね♫

ダンス部の皆さんがサンタの格好をして
ダンスを披露しにきてくれました！！

はまペラーズさんがクリスマスメドレーや
『パプリカ』を歌ってくれましたよ♪

ようちえんかぞくのおねえちゃん達が
ステキなポンポンを持って
クリスマスダンスを披露しにきてくれました！
とても楽しそうに踊っている姿を見て、
きのっこのお友達も踊りだしていました♫
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ようちえんかぞくのおにいちゃん達が
クリスマススープを作ってきてくれました。
とっても美味しかったねー☆

ぬいぬいしましょ『巾着袋』（予約制）
はまようちえんで子どもたちが使っている『コップ入れ』の巾着袋をちくちく手縫いで作ります。
手芸が苦手な方も安心してくださいね。できるだけ簡単にできる作り方を、
きのっこスタッフ『はっちゃん』がお教えしますよ！
日

程：1 月 10 日 ( 金 )・17 日 ( 金 )・24 日 ( 金 )・31 日 ( 金 )

時

間：各日

場

所 : きのっこのお部屋

10:00 〜 11:30

参加費：無料
定

員：きのっこ会員

各日２組

前日までにきのっこのお部屋で直接お申し込みください。（電話申込み不可）

持ち物：お好みの布・縫い糸・ひも
（針・ハサミはきのっこで用意します。
）

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

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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〜☆ ( ともか )

タさん、来てくれるといいね

とに成長を感じました☆サン

ジーの世界を楽しめているこ

育てをしています。ファンタ

ジックを上手く使いながら子

れます（笑）そんなサンタマ

と、とてもテキパキ動いてく

見てくれているよ！」という

にメロメロ♡「サンタさんが

の息子は、今年はサンタさん

ル鈴がなる〜♫今月で 3 歳半

ジングルベ〜ルジングルべ〜

ます。
（はっちゃん）

を来年の目標にしたいと思い

日に着物でお出かけすること

着物で過ごしたり、お休みの

うかなと思えました。普段に

く、日常でも着る機会を作ろ

まうと、思ったより苦しくな

ることができました。着てし

し、当日は何とか 1 人で着

ら、毎日 1 回は練習を繰り返

なかなか決まらず、習ってか

締めだけ。帯のお太鼓の形が

分には、数本の腰ひもと伊達

出来上がった姿の見えない部

と順番に着ていくのですが、

袋・肌着・長襦袢・着物・帯

いに教えてもらいました。足

いまひとつわからず、知り合

見ても YouTube を見ても、

着物を着る必要があり、本を

物。先日、どうしても 1 人で

今まで着せてもらっていた着

つ・ ぶ・ や・ き
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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
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。

OPENDAY

25

給食注文
できません

18

11

きのっこ
冬休み
12月27日（金）〜1月7日（火）
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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
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9:15~14:00

1 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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