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あけましておめでとうございます。
今年のお正月は今までとは違い、家族でのんびり過ごされた方も
多かったのではないでしょうか？
2021 年もきのっこスタッフ一同、
みなさんとの時間を過ごせることを楽しみにお待ちしています。
引き続き、同時滞在組数を制限 ( 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。

1 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。

だるまかざりをつくってみよう♪
起き上がりこぼしと組み合わさってできた『だるま』は、その倒れない姿から転じて「七転び八起き」
「無病息災」
「家内安全」の意味が込められているそうです。今年 1 年元気に過ごせるように願いを込めて、
ゆらゆら揺れる『だるま』を作ってみませんか？
日

時：1 月 12 日 ( 火 ) 〜 22 日（金）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。

やきいもパーティ

11 月 30 日（月）

ようちえんのやきいもパーティにきのっこも参加しました。
真っ赤な炎と白い煙にびっくりしながらもじっと見つめる子どもたちでした。
焼けたお芋、美味しかったね♪

あつあつ

やきいも♡

もくもく煙
煙たかったかな？

さんまパーティ

12 月 2 日（水）

生のさんまを触ったり、焼けるのを近くで見たあとは、
ようちえんのおにいちゃん・おねえちゃんがほぐしてくれた
さんまをみんなで美味しくいただきました。

さんま

さわれるかな。

さんま

もてるよ。

上手にほぐしてくれたね♪

そろそろ焼けたかな？
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じょうずにお箸

使えるよ！

おもちつき

12 月 15 日（火）

ようちえんのおもちつきに参加しました。

だんだんおもちになってきたね。

蒸し上がったもち米

ママと一緒に
ぺったん ぺったん♪

つきたてのおもち
いただきま〜す♡

おいしいかったかな？

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
2020 年は、コロナで子ども

達の好きな事や好きな物に関

1 月のきのっこカレンダー

わる事が多くなり、娘のオス

OPEN

スメのアニメや漫画をみるよ

発行 / はまようちえん

うに。何年ぶりに読んだかな？

ＭＯＮ

老眼になり読むのも大変です
が、面白い。ドキドキ、ワク

イラスト / はやしだすずか

気持ちがよくわかった〜♡

2021 年は、中 3 の息子のス
マホゲームでもしようかしら

に受験生！！ゲームはいった

月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp

諸事情により、CLOSE することがあります。

ＷＥＤ

9:15~14:00

ＴＨＵ

9:15~14:00

9:15~14:00

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
1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。

勇気もらったり。娘がハマる

ちもわかるかな？でもその前

HP に載せています。カレンダーは、

CLOSE

ＴＵＥ

9:15~14:00

ワクしっぱなし。泣けたり、

( 笑 )。そしたら息子の気持

カレンダー・きのっこ通信・写真を

ＦＲＩ

1

9:15~14:00

元日

661-0967
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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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きのっこ
冬休み
12月28日（月）〜1月４日（月）

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ
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んやめて勉強しなさーい！！
2021 年も元気に過ごせます
ように！（あけみちゃん）

スポーツ観戦が趣味の息子と、
この 1 年様々なスポーツをテ

レビ観戦しました。野球・サッ

成人の日

カー・駅伝・マラソン…いろ
いろ観戦したのですが、その

13:00 CLOSE

中でもよく観戦した気がする

のがＦ１です。90 年代のブー
ムの頃と違い、車載カメラの

給食始まり

（子ども用のみ）

18

19

映像もきれいで途切れること

OPENDAY

なく、ドライバーの無線の声
もはっきり聞き取れ、知識の
ない私でも楽しく観戦するこ
とができました。そんなＦ１
に 7 年ぶりに 20 歳の日本人

ドライバーが参戦することが
決まりました。息子に近い年

13:00 CLOSE
25
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31

子育てあのね

齢の彼の活躍をテレビでなく、
現地観戦できる日がきますよ
うに…（はっちゃん）

☆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

