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インフルエンザや風邪が流行る時期になりました。
1 年で最も寒いとされる大寒を迎えても、
今年は暖冬が続いていますね。
手洗い・うがいをしっかりして、感染予防に努めましょう！
２月３日は節分。鬼は外！福は内！
皆さまのご家庭にたくさんの福がやってきますように。

2 月のきのっこ

2 月 12 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（2 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。

2 月 25 日（火）〜 28 日（金）

ひなかざりつくり

3 月 3 日は、ひなまつり。ひなまつりは桃の節句ともいい、女の子の成長や幸福を願う
お祝いですね。女の子だけでもなく男の子も、きのっこでひなかざりを作って、お家で
飾って見ませんか？
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。

おもちつき

12 月 17 日（火）

ようちえんのおもちつきに参加しました。
みんなで、ぺったんぺったん♫
とっても美味しいおもちができたね。

ひとりで

ママと一緒に

ぺったん

ぺったんぺったん

おいしいよ♡

おいしいね♪

きのっこお誕生会

1 月 15 日 ( 水 )

1 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ちさとせんせいが遊びに来てくれました。

♪しあわせなら

あし

ならそ〜♪

HAPPY BIRTHDAY ♡

おしょうがつあそび

1 月 14 日 ( 火 ) 〜 17 日（金）

ふくわらい・コマ遊びなど
それぞれおしょうがつあそびを楽しみました。

『どんないろがすき』を読んでもらいました。

できあがり〜
ママと一緒に
はじめてのふくわらい
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きのっこおめでとうの会

2/17（月）〜予約受付開始

この一年で、みんな身体も心も大きくなりましたね。
おともだちはできたかな？好きな遊びは見つけられたかな？
みんなの成長を、きのっこでいっしょにお祝いしましょう♪
日

時 ：3 月 13 日（金） 10:00~10:30 受付 9:45 〜

定

員：きのっこ会員 20 組

場

所：きのっこのお部屋

参加費：無料
受

付：2 月 17 日（月）〜 3 月 10 日（火）

※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）
※予約された方のみの参加となります。
※会員カードの期限が切れている方も、

おめでとうの会は更新なしでご参加いただけます。

※当日は、必ず時間厳守でお越しください。

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２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２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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発行 / はまようちえん

イラスト / はやしだすずか

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

ハイハイが出来るようにな
り、あちこち動きまわるよう
になった昨年生まれのきのっ
こちゃん達を見ていると、次
女も同じようにずりずりと動
き回っていたことを思い出し
ます。成長とともに私のそば
でじっと遊ぶようになり、直
径 1.5cm 程の小さなおにぎ
りが入ったお弁当を食べるの
が一番の楽しみになりました
（笑）長女が食に興味を示さな
い子だったので、先輩ママに
教えてもらい作り始めたおに
ぎりでした。次女にとって幼・
小時代は給食の時間が憂うつ
でしたが、中学生になり約２
年。お弁当の時間が待ち遠し
いようです。今は作り置きを
つめただけのお弁当なんです
が…・きのっこちゃんからも
「お弁当がいい」という声が
聞こえますもんね。母の愛が
一番おいしいんですね。きっ
と。スタッフほぼみんなお弁
当作り現役です。また明日も
頑張りましょう ( えりぴー )
このあいだ、大阪万博記念公
園近くの水族館ニフレルに行
きました。体感ゾーンでは、
ワオキツネザルが足下を走り
抜け、壁を登ったり、ペリカ
ンが大きな口を広げて近寄っ
たり、柵越しに見る世界と
全く違い、水族館以上の面白
さがありました。そのなかで
も興味深かったのは、世界最
大のダンゴムシのなかま「ダ
イオウグソクムシ」深海にい
るダイオウグソクムシは何年
もご飯食べなくても生きられ
て、
「海の掃除屋」とも言わ
れています。体長約 35cm、
体重は 1.3kg 驚くべき大きさ
でした。正面から見るとガン
ダムみたいにカッコ良かった
です。( うかい）
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きのっこに来て、いっしょにあそびます。
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☆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
☆講 演 会
きのっこにお手紙を置いています。詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。

天皇誕生日
振替休日
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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
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9:15~14:00

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、
http://www.hama.ed.jp

☆きのっこ誕生会
２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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9:15~14:00

2 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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