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桜の季節が終わり、新緑が目に鮮やかな時期になってきました。
ようちえんの園庭にはこいのぼりが気持ち良さそうに泳ぎ、
さわやかに吹く風の心地良さに、初夏を感じます。

きのっこの看板が

新しくなりました！！

きのっこの看板が新しくなりました！
門や保育室サインをステンドグラスやアイアンで制作くださった
ガラス作家の丁子恵美さんに、きのっこの看板もお作りいただきました。
OPEN の日は、ナーサリー門でみなさまをお出迎えしております♪

お誕生日のおともだちのお祝い
毎月実施しているお誕生会は、新型コロナウイルス感染防止のため自粛しますが、
お誕生月のおともだちには、きのっこに遊びにこられた際に、
「おたんじょうびカード」をお渡しさせていだきます！
場

所：きのっこのお部屋

持ち物：なし
※お誕生日カードのお渡しは、会員のみとさせていただきます。

〜お知らせ〜
5 月より、きのっこの OPEN 時間を変更します。
＜変更前＞

9:15 〜 14:00 → 10:00 〜 14:00
●給食注文は、引き続きおやすみとなります。

●同時の利用者数を 5 家族と制限させていただきます。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
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手作りのおもちゃで遊ぼう！
ナーサリー（0.1.2 歳の在園児）の子どもたちが大すきな
手作りおもちゃを、お家でも遊べるように、
詰め合わせ「手作りおもちゃセット (500 円 )」として販売いたします！

〈 セット内容 〉
おもちゃを穴の中に、そっと入れると…
音が鳴る
ペットボトルキャップ

チェーンリング

“カラカラ “

ペーパースティック

音が鳴るよ♪

中に入ってる布を引き出すと…
ひっぱると、

オーガンジー布

どんどんながくなるよ！

ケース
ポンポン

いないいないばぁ！

販売場所：親子ひろばきのっこ、職員室
※ご不明な点があれば、きのっこスタッフまたは樋口までお気軽にお声かけください。
きのっこ通信 Vol.172
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ふだんのきのっこ

すべり台、すべるよ〜♫

最近、きのっこで人気のあるソフトブロック。
様々な形のソフトブロックをつなぎ合わせて、
ブロックの道を作ります。
その道をそーっと歩いて、、、ジャンプ！！！

みんなだいすき
はらぺこあおむし☆

きのっこのご利用定員は 5 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 10 時 00 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

オーガンジー布
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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しみたいです！（ともちゃん）

宅で挑戦し、梅ジュースを楽

いる、梅シロップ作りにも自

にも、毎年きのっこで作って

のが楽しみです。梅干し以外

長男と一緒に梅干しをつける
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人が怖い…そんな感じです。
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※５月中の給食注文はありません。
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諸事情により、CLOSE することがあります。
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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、

☆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、一緒にあそびます。
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5 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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