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今年は、新型コロナウイルスの影響で生活スタイルが変わり、
私たち大人には戸惑うことが多かった 1 年でしたね。
すぐにこの状況が変わるとは思いませんが、来年は子どもたちのためにも
少しでも明るい出来事がある 1 年になってほしいものです。
引き続き、同時滞在組数の制限 ( ７組 ) 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。
12 月のきのっこ

お誕生日のおともだちのお祝い
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。

つくってみよう☆クリスマスリース

クリスマスリースには元気に過ごせるようにという願いが込められているそうです。
そんな願いを込めて、きのっこでクリスマスリースを作ってみませんか？
日

時：12 月 7 日 ( 月 ) 〜 17 日（木）10:00 〜 11:30

場

所：きのっこのお部屋

参加費：無料

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※予約の必要はありません。

おもちつき（要予約）12 月 7 日（月）予約スタート
ようちえんのおもちつきにきのっこも参加します。おうちの人と一緒に杵をかついで
「ぺったんぺったん、ぺったんこ♪」おいしいおもちができるかな？
日
定員

時：12 月 15 日（火） 11：00 前後（予定）
きのっこ会員

参加費：無料

7組

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※当日、10：30 頃までにきのっこへお越し下さい。

きの
お申 っこ
し込 にて
み下 直接
さい
ね

園庭であそぼう 11 月 5 日（木）
10 組の親子が園庭で遊びました！広いようちえんの園庭で、
ナーサリーの先生やお友だちと一緒にあそんで楽しかったねー☆

ナーサリーのお友だちと一緒に

こんにちは♡

鉄棒にぶら下がれたよ

うさぎさん

ごはん食べてる〜

タイヤとおいかけっこ♪

おやまの上からすべるよ

11 月のきのっこ

くっつくよ
みんな一緒におさんぽ♪

はい、どーぞ

出発進行〜
お姉ちゃんが読んでくれたよ♡
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なかよし〜

給食の再開について
新型コロナウィルスの影響でお休みしていた給食の提供を

提供数：

12 月 1 日より部分的に再開させていただきます。

1 日３食

子ども用のみ

注文方法： 当日 9:15 〜 10:30

なお、注文方法・給食提供時間など変更となっています。

きのっこにて直接注文のみ

ご了承ください。

代金： おかず付き給食 250 円
おにぎり給食

150 円

給食提供時間：12：00 頃

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
先日、ふとスマホの写真を開
けてみると、3 月以降の写真

カレンダー・きのっこ通信・写真を

12 月のきのっこカレンダー
OPEN

が少なくてびっくりしました。

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

諸事情により、CLOSE することがあります。

発行 / はまようちえん

撮っているのはメモ代わりに
撮ったものばかりで、息子の

ＭＯＮ

写真と動画はゼロ…今年は一
緒に遠出さえもしていないし、
たくさん撮れたはずの体育大

イラスト / はやしだすずか

会は中止で、撮る機会がなかっ
たとはいえ驚きでした。もう
12 月、今年もあとわずかで
すが、今年の息子を撮って残
しておきたいと思います。そ

ＴＵＥ

※給食注文は,
子ども用のみ再開し
ます。詳しくは中面
をご覧ください。
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文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

先日、万博記念公園の紅葉ま
つりのイベントとして行われ
ている茶室『凡庵』での呈茶
に、お手伝いとして参加して
きました。私がお手伝いに
行った日は天気も良く、多く
の人がお越しになったのです
が、お客様の最年少は 1 歳半
の男の子でした。小さな手で
お菓子を食べ、お茶を飲む姿
を見て、きのっこに来てくれ
る子どもたちの姿が重なりま
した。新型コロナの流行に伴
い、飲食を伴うイベントを実
施するのは、難しくなってい
ます。いつかきのっこでお抹
茶を飲んでもらえる日が来る
といいなぁと思います。
（はっ
ちゃん）

ＦＲＩ

3

8

9

ＳＡＴ

9:15〜14:00

9:15〜14:00
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9:15〜14:00

5
子ども
人権DAY

13:00 CLOSE (要予約7組限定）

CLOSE
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OPENDAY
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子育てあのね

もちろんきのっこのイベント
とを祈りたいです。(みぃみぃ )

ＴＨＵ

さんまパーティー

して来年は学校や地域の行事、
も以前のように開催されるこ
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9:15〜14:00

9:15〜14:00

9:15〜14:00
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はまようちえん
06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp
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おもちつき

(要予約7組限定）

13:00 CLOSE
21
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きのっこ冬休み
12月28日（月）〜1月４日（月）

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。
お誕生日のおともだちのお祝い
12月生まれのおともだちには、きのっこに遊びこら
れた際に「おたんじょうびカード」をお渡しします。

☆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
☆子ども人権DAY
詳細は、受付にある『おたより』をご覧ください。（講演会と映画上映）

