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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。

第一号のご利用保護者が「きのっこ」と名付けてくださって、
2005 年 6 月 1 日に OPEN したきのっこは、今月 15 周年を迎え
ます。きのっこにつながるすべてのみなさまに心より感謝いたし
ます。
緊急事態宣言中も、各ご家庭の「安全・安心」のとらえかたを
尊重させていただき、きのっこペースで、オープンさせて
いただいておりました。
これからも変わらず、ここにあり続けます。
『親子でのんびり過ごせるきのっこ』みなさま、これからも
どうぞよろしくおねがいします
6 月のきのっこ

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
※おたんじょうびカードのお渡しは、会員のみとさせていただきます。
6 月下旬

開始

七夕飾りを作ろう！
７月７日は、七夕。おりひめとひこぼし、今年は会えるかな？

きのっこでは、短冊にねがいごとを書いて七夕飾りを作ります。
できたら笹に飾りますよ〜。

みんなのねがいごとが叶いますように☆
時
場

間：きのっこの OPEN 時間中
所：きのっこのお部屋

参加費：無料

※予約の必要はありません。直接きのっこの部屋にお越しください。
※汚れても良い服をご持参ください。

幼保連携型認定こども園
はまようちえん
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

こいのぼりづくり

4 月 27 日 ( 月 ) 〜 5 月 1 日 ( 金 )

「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、きのっこでもこいのぼりをつくりました。

いろいろなシールをみんなでペタペタ
すてきなこいのぼりができました。

画用紙やシールを貼った
こいのぼり
クレヨンでぬりぬりした
こいのぼり

しっかり手洗いできていますか？
新型コロナウィルス感染症対策の基本は、『手洗い』『マスクの着用を含む咳エチケット』と言われています。
子どもと一緒に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」を３０秒以上かけて行うのが目安です。

「♪もしもしかめよ、かめさんよ〜」の替え歌です。ゆっくり歌ってくださいね。

てあらいうた
まずは、水で手をぬらし、
石けんをつけましょう。

①

♪おねがいおねがい

手のひらを
合わせて、

②

♪かめさんよ〜

片手の甲の上に、
手を重ねて、もみもみ

石けんぶくぶく

④

♪おおかみさんと

⑤

♪ばいくでぶるるん

⑥

③

♪あのさんかくの
おやままで

指の間を
もみもみ

♪いっとうしょう！

きょうそうだ

親指の付け根を

爪を立てて

ぐるぐる

しゃかしゃか

手首を
ぐるぐる

感染症予防の基本は、第一に手洗いです。砂や土、ほこりなどの汚れを水で洗い流し、細菌の餌になる汚れや皮脂を
石鹸で浮かして落とします。小さい頃から「帰宅後の手洗い」・「食べる前の手洗い」を習慣づけましょう。
きのっこ通信 Vol.173
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みずあそび

気温が高い晴れの日は、テラスでみずあそび！！
パチャパチャと気持ちいいですよ〜♪
日

程 : ６月下旬〜 8 月の天気の良い日

時

間 : 10:30 〜 11:30

持ち物 : ぬれてもよい服 or 着替え・タオル
※水あそび用オムツ・下着では遊べません。
※水あそび用のおもちゃを用意しています。
※天候や都合により中止にすることがあります。

☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

写真は、昨年のみずあそびの様子です。
きのっこのテラスに、たらいとアクアプレイを出して
みんなでみずあそびを楽しみましたー♪

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 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
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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つ・ ぶ・ や・ き

昨年の植木鉢で育てていたビ
オラの種が落ちていたのか、
敷石の間から 6 つ芽が出てい

6 月のきのっこカレンダー
OPEN

ることに気付き、抜いて植木

月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp

発行 / はまようちえん

諸事情により、CLOSE することがあります。

このまま根がついてくれたら

ＭＯＮ

と思っていると 2 週間後、そ
そして、小さな花が咲きまし

HP に載せています。カレンダーは、

CLOSE

鉢に植え替えました。

の中の１つに小さな蕾みが…

カレンダー・きのっこ通信・写真を
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661-0967
兵庫県尼崎市浜 2-2-13
学校法人小寺学園
幼保連携型認定こども園
はまようちえん
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp
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イラスト / はやしだすずか

た！その花が愛おしく毎日見
ては小さな幸せを感じると同

OPENDAY

時に、生命力の強さを感じて
います。
（みー）
毎日使うキッチンは綺麗にし
て使いたいと思うのですが、
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☆お誕生日のおともだちのお祝い
６月生まれのおともだちには、きのっこに遊びにこられた際に「おたんじょうびカード」をお渡しします。

なかなか掃除できないのが換
気扇です。背が低い私には届
かない場所…それが億劫で換
気扇を見上げては今度の週末
に、と思いながら結局慌しい
年末に済ませていました。で
も長くおいた油汚れは取れに
くくて厄介です。気温が高い
時期なら油が緩み落ちやすい
と聞いていたので、5 月の暖
かい日にやってみることにし
ました。冬と違ってさっと汚
れが取れました。気になって
いた場所が綺麗になると、他
の場所も始めたくなってキッ
チンの大掃除をしました。収

☆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

納も見直して、以前よりとて
も使いやすくなりました。こ
れを手始めに他の部屋も模様
替えをした 5 月でした。
( みぃみぃ )

きのっこに来て、いっしょにあそびます。

※6月中の給食注文はありません。
☆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。

