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朝晩は涼しい風が吹くようになり、秋の味覚が店頭に並ぶように
なりました。子どもたちと一緒に旬の美味しいものを食べて秋を
満喫しましょう！
気温の変化が大きい時期ですので、風邪などひかないように体調
管理に気をつけてくださいね。
引き続き、同時滞在組数の制限 ( ７組 )、給食の注文をお休みさ
せていただきます。 お電話いただければ、その時点での滞在組数
をお伝えすることもできます。なお、予約はできません。
ご了承ください。
10 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。

ハロウィンかざりを作ってみよう

ハロウィンと言えば、かぼちゃのおばけの『ジャック・オ・ランタン』
怖い顔をしているのは悪霊を怖がらせ、追い払う魔除けにするためだそうです。
そんな『ジャック・オ・ランタン』や『おばけ』のかざりをきのっこでつくってみませんか？
日

時：10 月 5 日（月）〜 10 月 23 日（金）
10:00 〜 11:30

場

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。
※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

おまつりあそび
0.1.2 歳児が楽しめる

わなげあそび

『おさかなすくい』
『ボールなげ』『わなげ』『ボウリング』
それぞれ好きなお祭り遊びをしました。

ボールなげ

おさかなすくい

あたるかなぁ〜

すくえたよ！

ボーリングあそび

何本たおれたかな？

９月のきのっこ

ブロックの上

大きくなったね♡
でんしゃがはしりまーす♪
ふたりでながーくつなげたよ。

くれよんでグルグル〜
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じょうずにわたれるよ

きのっこ
ハンドメイドレシピ
～ごはん用ナフキン～
食欲の秋 !!

【作り方】

自分で食べることが出来るようになってきた子ども用に、
手ぬいでごはん用ナフキンを作ってみませんか？
作り方がわからない方は、きのっこで聞いてくださいね♡

①布の裏側 4 辺各 1 センチのところに線を引く。
②中表に合わせ、①で引いた線のところにまち針を打つ。

③返し口分（5 センチ程度）以外の線の上を並縫いで縫う。
（左図の赤線部分）

【材料】
布 出来上がりサイズ＋ 2 センチ（縦横ともに） 2 枚
（薄めの布が縫いやすいので、おすすめです）
糸・縫い針・まち針

④縫ったところの外側 四隅を三角に切り落とす。
⑤返し口から表に返す。
⑥返し口を縫い止める。

※ようちえんでも使える 20 × 25 センチならば、
22 × 27 センチの布を 2 枚用意する。

きのっこのご利用定員は７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』でのお支払いもできます。

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
夏の始めに『足裏をきれいにする
と蚊に刺されにくくなる』という
記事を目にしました。4 年前、京

カレンダー・きのっこ通信・写真を

10 月のきのっこカレンダー
OPEN

都の高校生が蚊に刺されやすい妹

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

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。

のために研究した結果、足裏の常
在菌の種類と数が多い人ほど蚊に
刺されやすい。新しい靴下を履い

ＭＯＮ

たり、足裏の除菌をすることで、
蚊に刺される数が減るというもの
でした。入浴時に足裏を石鹸で洗

イラスト / はやしだすずか

うだけでも効果があるとも書いて
あったので、この夏は今までより
丁寧に足裏を石鹸で洗うようにし
てみました。すると、ほとんど蚊
に刺されず、夏を過ごすことがで
きました。不思議なことに、蚊が
近寄ってきても止まることがなく、
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9:15~14:00

9:15~14:00
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9:15~14:00

☆お誕生日のおともだちのお祝い
10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。
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令和3年度

☆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。
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9:15~14:00

ようちえんかぞく

9

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

で、そもそも蚊が少なかったとい
う話もありますが、今夏の成果を
洗いたいと思います。
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CLOSE

はまようちえん

うんどうかい

うんどうかい

予備日
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令和３年度
ナーサリー
かぞく（ルーム）
入園募集説明会

去っていくことも !! 猛暑だったの

信じ、これからもせっせと足裏を
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（潮小学校にて）

入園願書受付開始
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（はっちゃん）
やっと涼しくなってきて、秋の気

13:00 CLOSE 12:00 CLOSE

配を感じられるようになってきま
した。美味しいものがたくさん出
回るこの季節、楽しみにしている
のが栗です。あのほくほくした食

19
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感が好きで、ごはんにお菓子にと
いろいろ楽しみながら味わってい

子育てあのね

ます。今年もその予定ですが、気
になるのが増加中の体重です。こ
のままだと冬になる頃にはどうな
るのかと不安がよぎりますが、大

26
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※給食注文は,
当分の間お休み
させていただきます。

好きな栗を我慢して秋を過ごすの
は辛いので、今年も美味しく頂い
て、食欲の秋を楽しみたいと思い

13:00 CLOSE

OPENDAY

ます。（みぃみぃ）
☆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。9:30 〜14:00

