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梅雨の晴れ間には、夏本番を思わせる強い日差しが
降り注いでいます。
今夏は、感染症予防対策としてマスクを着用していることもあり、
例年以上に熱中症になるリスクが高いそうです。
外出時はもちろん、お家の中でもこまめな水分補給を行い、
熱中症にならないように気をつけましょう。
引き続き、同時滞在組数の制限 (5 組 )、給食の注文をお休みさせて
いただいております。ご了承ください。
7 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。

みずあそび

お天気の良い暑い日は、お水を触って遊びたい !
テラスに出した小さなビニールプールや
アクアプレイでみずあそびをしませんか？
日

時：7•8 月の気温が高い晴れの日

場

所：きのっこのお部屋のテラス

持ち物：ぬれてもよい服 or 着替え

10:00 〜 11:30

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。
※天候や都合により実施しないことがあります。
☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

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

６がつのきのっこ
親子でのんびりのきのっこ

子どもたちは、それぞれ好きな遊びを見つけて楽しんでいます。

ひとりで電車をつなげられるかな？

みんな大好きなすべり台

おおきな木に

お気に入りの電車♪

このほん

よんで〜

おたんじょうびボード
きのっこのお部屋の入り口にある
おたんじょうびボード。
0 歳・1 歳・2 歳と年齢ごとに異なる色の
列車に乗っています♪
今年度、きのっこに来てくれたお友だちの
おたんじょうびを紹介しています。
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さくらんぼ

いただきま〜す

大きな積み木

たくさん積めるよ

葉っぱやお花を咲かせます。

梅シロップ

つまようじで、梅のヘタをとる。

②

梅にフォークを刺し、穴をあける。
※梅全体にまんべんなく刺してくださいね。

ようちえんで毎年作っている梅シロップ。
簡単にできるので、
ぜひお家で作ってみてくださいね！

材料

①

☆梅

800g

☆氷砂糖

600g

☆お酢

50ml

③

消毒した瓶の中へ、梅と氷砂糖を交互に入れる。

④

お酢をまわし入れる。

⑤

最後に瓶の蓋を閉め、瓶を横に寝かせ、
前後にゆらして混ぜ混ぜ〜
※毎日 1 回⑤を行ってくだい。
氷砂糖がすべて溶けたら、出来上がり☆

(10 日間程度 )
※冷暗所で保管してください。

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 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 潮江郵便局
小田北生涯学習プラザ 小田南生涯学習プラザ（小田地域課 ) 小田体育館 ヨシマツ小児科 フレッシュコア blanc chat
おかもと皮膚科・形成外科クリニック 毛利耳鼻咽喉科医院 地域総合センター神崎 あみんぐステーション
こども家庭支援センターキャンディ
庄村助産院
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

ひとまず学校が始まり安心し
ました。自粛中は仕事から帰
宅しても、朝と同じ場所に同

カレンダー・きのっこ通信・写真を

7 月のきのっこカレンダー
OPEN

じ格好でひたすらゲームか

HP に載せています。カレンダーは、
月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp

CLOSE

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。

You Tube をみてる長男に呆
れる毎日。しかし、いい事も

ＭＯＮ

♡我が家には高・中・小学生
がいますが、自粛中、昼夜ご
飯の食器洗い、洗濯物たたみ

イラスト / はやしだすずか

を当番制に。3 姉弟とほぼ毎
日晩ごはんをゆっくり食べれ
てた事も良かったな〜。今は
自粛前に戻り、夕方から姉は
バイト、妹は習い事へ。今か
ら長男と 2 人でご飯食べまー
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9:15~14:00

ＷＥＤ

9:15~14:00

☆お誕生日のおともだちのお祝い
７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。(会員のみ)
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CLOSE
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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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文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

OPENDAY

す (^^)（あけみちゃん）
3 年前の春、JHD&C( ジャー
ダック ) のヘアドネーション
を初めてしました。31cm 以
上あれば OK なのですが、そ
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の時カットできた長さが約
50cm。ちょうど息子が小学
校を卒業する時期でした。も
しまたカットできるなら中学
卒業の頃かなぁと考えており、
今までカットすることなく伸
ばし続けました。そして今春、

海の日

カットしようと思っていた矢

スポーツの日

先、新型コロナの影響でのヘ
アドネーションの受入が停止
してしまいました。学校が通
常モードに戻り、受入も再開
したので、いよいよカットに
行ってきます。どんな髪型に
なっているか、お楽しみに
(^̲-)- ☆（はっちゃん）
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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。

※給食注文は,
当分の間お休みさせていただきます。

☆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。

