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雨が続き、おひさまの顔をなかなか見ることができなかった今年
の梅雨。８月になりいよいよ夏本番となりそうです。
しかし、新型コロナウイルスの流行で例年のように遠方へお出か
けすることが難しい状況が続いています。お家でのんびり過ごす
夏もいいかもしれませんね。
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。 お電話いただければ、その時点での滞在
組数をお伝えすることは出来ます。なお、予約はできません。
ご了承ください。
8 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

７月は雨が続き、なかなか出来なかったみずあそび。
８月もテラスに小さなビニールプールやアクアプレイを出しています。
お天気のよい暑い日は、お水でぴちゃぴちゃ遊んでみませんか？
日

時：気温が高い晴れの日

10:00 〜 11:30

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

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

七夕飾りを作ろう
６月下旬〜 7 月 7 日 ( 火 )
短冊にお願いごとを書いて、笹に飾りました。
みんなのねがいごとが叶いますように☆

みんなが書いた短冊がたくさん♪

ママが書いた短冊にシールをペッタン

初めての七夕☆

ひとりで作れるようになったよ♡

7 月のきのっこ

ボール

コロコロ〜

気分はドラマー♪

ナーサリーのお友だちと一緒に

テラスでママと一緒に水あそび♪

かさにシールをペッタン
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７月からプラスチック製買い物袋の有料化が始まり、利用することがおおくなった
マイバッグ。手ぬぐいを使って、かんたんマイバッグを作ってみませんか？
材料

☆手ぬぐい

１枚

( 約 30 ㎝× 90 ㎝ )
☆縫い糸
☆縫い針・まち針

①

布を表向きに置き、3 等分なるように印をつける。

（図１）

（図１）
②

1/3 を開き、図 2 のように重なった 1 辺（緑の線）

を並縫いする。
③

縫ってない辺を開き、反対側を閉じる。
（図 3）

④

②で縫った辺と反対の重なった辺を並縫いする。

（図２）

（図３）

※上の布は縫わないように注意する !
⑤

表にひっくり返す。

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

きのっこ通信 Vol.175

2020/8

きのっこ通信 VOL.175

つ・ ぶ・ や・ き
2020 年後半スタートしました
ね。新しい生活スタイルになり、

カレンダー・きのっこ通信・写真を

8 月のきのっこカレンダー
OPEN

漸く 6 月から市の体育館が再開

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

でき、長年続けている健美操が

発行 / はまようちえん

始まり、心配してました熟女の

イラスト / はやしだすずか

ます。どちらも人が集まっての

諸事情により、CLOSE することがあります。

ＭＯＮ

先輩方もほぼ揃って活動できま
した。又、7 月から西宮の公民
館も使用可になり、おかあさん
コーラスもぼちぼち始めており
楽しみ。不安なこともあります
が、やりたいと思う気持ちとま
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13:00 CLOSE

大切なので、少しずつみんなで
知恵を絞って今までしてきた事
じる今日この頃です。

ＷＥＤ

9:15~13:00

☆お誕生日のおともだちのお祝い
8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。

だ無理という気持ちはどちらも

を工夫して楽しめる生活にと感

ＴＵＥ

9:15~14:00

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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山の日

（こばちゃん）
梅雨が開けると梅を干す時期で

きのっこなつやすみ ８月11日（火）〜18日（火）

すね。晴れた日はせっせと梅作
業しています。娘たちが大好き
な酸っぱい梅干しです。毎年、
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ベランダで塩をふいている梅を
「いい匂いがする〜。おいしそ
〜。
」と食い入るように見ている
次女は今年中学 3 年生。学校の
授業はどんどん進むし、並行し
て塾の夏期講習もあり、忙しく
て梅干しの匂いに浸っている暇

OPENDAY

はありません。お弁当の梅干し

13:00 CLOSE

を食べるだけです ( 笑 )。受験生
みんな例年以上に大変ですが、
体調に気をつけて (1 番大事 ) 元
気に頑張っていきましょう。
（えりぴー）

31

☆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。

