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涼しかった風が冷たく感じる日が増えてきました。
ようちえんでは、いろいろな木が色づき始めています。
大きなイベントはまだ難しいですが、小さな秋を見つけに家族で
お出かけしてみるのもいいかもしれませんね。
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、利用予約はできません。ご了承ください。

11 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。

園庭であそぼう
きのっこのお部屋を飛び出して、広いようちえんの園庭で思いっきり遊んでみませんか？
ナーサリー（はまようちえん０・１歳児）のお友達も一緒に園庭で遊びますよ♫
予約は不要 ( 同時滞在 7 組まで ) ですので、時間内にお気軽にご参加くださいね。
日

時：11 月５日 ( 木 )10:00 〜 11:30

場

所：はまようちえんの中庭

持ち物：着替え、水筒、タオル（当日は汚れても良い服でお越しください。
）
※雨天時は中止です。ご了承ください。

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

ハロウィンかざりを作ってみよう

紙やスズランテープをちぎったり、まるめたりして
ジャック・オー・ランタンやおばけをつくりました。

画用紙をびりびり〜
袋に入れて〜
テープを裂いたり
くしゃくしゃしたり

目はここかなぁ〜

できあがりー！！

10 月のきのっこ

ボールころころ〜

クレヨンでお絵かき♪

できたよ〜
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積み木で作った街の中を電車が走ります

磁石が…

缶にぺったん！

きのっこ
ハンドメイドレシピ

～おはし・ナフキン入れ～

【作り方】

ようちえんで子どもたちが使っているおはし・ナフキン入
れを手ぬいで作ってみませんか？
作り方がわからない方は、きのっこで聞いてくださいね♡
【材料】〈出来上がりサイズ 約 20 センチ× 11.5 センチ〉
布 横２２センチ×縦６２センチ １枚
（薄めの布で柄に上下がないものが、おすすめです）
糸・縫い針・まち針
マジックテープやスナップボタンなど 1 組

①外表 半分に折りアイロンで折り目をつける。
②中表に折り、端 1 センチのところを縫う。
わ（①で折り目をつけた所）から
③わ（①で折り目をつけた所）から
11.5 センチのところに線を引き、
山折りの折り目をつける。

わからなかったら

④②の折り目を重ね、

気軽にきのっこのお部屋で
はっちゃんに聞いてね♡

わの部分を中に折り込む。

⑤両サイド 1 センチの所を返し口部分以外を縫う。
※ 4 枚重なっている部分は返し縫いをする。
⑥返し口から表に返し、返し口を閉じる。
⑦マジックテープ スナップボタンなどをつける。

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

今年の中秋の名月はとてもき
れいに見えましたね。南東に
まぶしいくらいの満月、東に

カレンダー・きのっこ通信・写真を

11 月のきのっこカレンダー
OPEN

火星、南には土星と木星が斜

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。

めに並んで、どれもとても明
るく輝いていました。なぜか

ＭＯＮ

日にちを勘違いしていた私は
前日に月見団子を作ってしま
い、今日は３０日やでーと笑
われながら全部食べてしまい

イラスト / はやしだすずか

ました。お団子がなくても

（笑）ベランダから見る狭い

空でも、充分楽しめる星の共

ＴＵＥ

ＷＥＤ

9:15〜14:00

9:15〜14:00

ＳＡＴ

9:15〜14:00

CLOSE
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1

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。

2

3
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5

6

園庭で

文化の日

7

8

OPENDAY

あそぼう！
！

するのは２年に１度、土星と

10:00 〜11:30

木製が近い位置で見えるのは

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

す。落ち着かない毎日ですが、

ＦＲＩ

9:15〜14:00

☆ナーサリータイム 不定期開催

演でした。火星が地球に接近

２０年に１度のことだそうで

ＴＨＵ

9:15〜14:00
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06-6499-4919
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少し空を見上げて目も心も休
ませることができたらいいな
と思います。
（えりぴー）

13:00 CLOSE

気がつけば 11 月。今年はど

このご家庭も色々と大変だっ
たと思います。落ち着かない

子育てあのね
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ドキドキした日々。やっと少
しずつ新しい生活習慣に慣れ
取り戻してきた感じかな。先
日台風が通過した土曜日の午
後、コーラスの練習で梅田か
ら阪神電車に乗車、久々に黄
色いはっぴの方々に遭遇。発
車すると少しずつ盛り上がる

勤労感謝の日
13:00 CLOSE

会話で「今日は北風強いから
ホームランたくさん出るで」
と関西特有の車内の会話に何
かホンワカして気持ち和み歌
の練習に行けました。
（こば
ちゃん）

30

☆お誕生日のおともだちのお祝い
11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。
※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 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

