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きのっこは、はまようちえんのなかにある、0123歳の子どもと親のもうひとつのお家です。

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

あたたかい春がやってきました。公園や街には、さくら

やチューリップなどの花が咲き、色とりどりですね。

2020 年度のきのっこは、4 月 2 日（木）9:15 〜 START

します。今年度も、ママがのんびり過ごせて、おともだち

がわいわい楽しく遊べる、心地よい『きのっこ』であり続

けたいと思います。みなさんのお越しをスタッフ一同、お
待ちしております。

4 月のきのっこ

4 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（4 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。

4 月 27 日 ( 月 ) 〜 5 月 1 日 ( 金 )

こいのぼりづくり

やねよ〜りた〜か〜い、こいのぼり〜♫

もうすぐ端午の節句ですね。青い空を優雅に泳ぐ「鯉のぼり」
。

鯉は生きる力があり、とても縁起がいいそうです。
「これからもたくましく元気に育ってほしい」という
願いを込めて、きのっこでも一緒にこいのぼりを作りましょう！
日
場

時：4 月 27 日 ( 月 ) 〜 5 月 1 日（金）
所：きのっこのお部屋

参加費：不要

※きのっこのお部屋はカレンダー通り OPEN しています。
※予約の必要はありません。

〜きのっこのお部屋をご紹介〜
少しきのっこのお部屋を模様替えしました。
はじめましての方も。おひさしぶりの方も。
ぜひ遊びに来てくださいね〜！！

こんなおもちゃもあるよ☆
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みんな大好きなすべり台
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みんなでお昼ごはん♪

おひるごはん（給食）価格改定のお知らせ

1 日 10 食限定です！

いつもきのっこのお昼ごはんをご利用いただき、ありがとうございます。

きのっこ開場時間内に電話もしくは

園の給食費改定に伴い、2020 年 4 月から、きのっこのおひるごはん（給食）

直接きのっこにてご注文ください。

の価格を下記のように一部改定させていただきます。

申し込み締め切り

月火木金：当日 11 時

ご理解のほど、よろしくおねがいします。

水のみ

みんなで食べるご飯はおいしいねー★

きのっこ初回利用時の給食は注文できません。

ぜひ今年度もきのっこのおひるごはん（給食）をご利用ください。
改定前

おかずつき給食（大 人）
おかずつき給食（こども）

３５０円
２００円

：当日 10 時半

改定後

→ ４５０円
→ ２５０円

※おにぎり給食は、据え置き（大人 ３００円 こども１５０円）です。
給食の一例です。

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

■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 市谷
〒 661-0967 兵庫県尼崎市浜 2-2-13
tel 06-6499-4919 fax 06-6499-4931
kinokko@hama.ed.jp
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
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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息子の中学校生活が終わり
ました。思春期・更年期など
がいろいろ重なり、衝突した
時期もありましたが、お互い
少しだけそれを乗り越え、い
い距離感の親子関係になりつ
つあると思います。
3 月、休校になってしまった
息子と、話す時間が増えたこ
とで、息子なりに将来のこと
も考えていることがわかりま
した。まだまだ子どもだと思
い、あれこれ言ってしまい険
悪になることも時々あります
が、息子の自己を大切にし、
仲良く楽しく暮らしつつ、私
自身のセカンドライフを考え
る時期にきたのかもしれませ
ん。
（はっちゃん）
昨年末から、広がったウイ
ルスによって 2 月末、暮らし
が一変してしまい、日々の平
凡な生活が一番良いと感じる
ようになりました。
我が家は 4 月から社会人にな
る娘が上京し、数日前に引越
しました。職種は保育士です。
乳幼児が可愛くて大好きとい
う思いで働くことになりまし
たが、仕事となると様々な直
面に向かい考え、うまくいか
ない事もあると思います。
ここで 22 年の子育ての一区
切り、私自身も親という漢字
の如く遠くから見守り、子離
れの春にし、新しい目標を立
てて、私も頑張っていきます
ね！ ( こばちゃん )
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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。

☆きのっこお誕生会
4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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諸事情により、CLOSE することがあります。

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、

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

こいのぼりづくり
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4 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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