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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。

はまようちえん親子ひろば「きのっこ」と家庭をつなぐニュースレター

Vol.182
2021.3 月

新型コロナの流行に伴う緊急事態宣言下でスタートした
今年度のきのっこ。みなさんのご協力もあり、1年間、
無事に過ごすことが出来ました。ありがとうございます。
4月からの新生活に向け、何かと慌ただしい時期ですが、
ちょっと一息つきに、きのっこに遊びに来てくださいね。
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。

3月のきのっこ

この１年で、お友だちと仲良くなったり、好きな遊びを楽しむようになったり♪
好きな遊びの中でもみんなが大好きなお絵かきやシール貼りなどをして
思い出にカードを作ってみませんか？

日　時：3月 8日（月）～ 3月 25日（木）まで　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。

1ね
んの

　おもいでカード作り
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～ 2月のきのっこ ～

できたよ～

節分　
ナーサリーとようちえんから、きのっこにおにさんがやってきました。

ナーサリーのお友だちと一緒に「おには～そと～」

元気いっぱいのナーサリーおに！！

おにだぞぉ～

ひなかざりをつくろう

2月２日（火）

どんな顔にしようかな？

なかよく　、お茶タイム♪

一緒に、ぬりぬり～

ひとりでも、
おともだちともできるお料理遊びは
きのっこで人気の遊びのひとつです。

ようちえんおにさん、やさしかったね♡

ゆらゆらゆれるおひなさまを作りました。
ダンボールに毛糸をぐるぐる巻いたり
シールをぺたぺたしたり。
ひなかざりモビールを作りました！

ママから離れなかったお友だちが、ひとりで
遊べるようになったり、お友だちと一緒に遊んだり
する姿が見られるようになってきました。



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。

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。

■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 
土日祝・お盆・年末年始・年度末など

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

●お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

利用料金

きのっこ通信 Vol.182　2021/3

初回に限り、ビジター券 500円→無料

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

　（お問い合わせ受付時間　午前9時15分～午後２時）

きのっこのご利用定員は

７組とさせていただきます。

《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
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
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
時に来て何時に帰ってもいい。

ホテル
ヴィスキオ

フレッシュ
　　  コア

『PayPay』でのお支払いもできます。

一緒に、ぬりぬり～

ひとりでも、
おともだちともできるお料理遊びは
きのっこで人気の遊びのひとつです。

マイカップ・忘れ物について

カフェコーナーのカップやお預かりしている忘れ物は、
3月末をもって、一旦処分させていただきます。一度、ご確認ください。

3月 26日（金）～ 4月 2日（金）までの間、
春休みのためにCLOSEさせていただきます。
今年もきのっこから、ようちえん・保育園へとお友だちが巣立っていきます。
ママから離れなかったお友だち、スタッフにお話してくれるようになったお友だち ...
いろいろなことを思い出します。また 4月、顔見知りのお友達も、新しいお友達も。
きのっこで、スタッフ一同、みんなにお会いできるのを楽しみにしています♡

はるやすみ
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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

3月のきのっこカレンダー
カレンダー・きのっこ通信・写真を
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.jpOPEN             CLOSE
諸事情により、CLOSEすることがあります。

今年の成人式は２０世紀最後と
２１世紀最初の人が混ざった式
でした。密にならないように市
内を２グループに分けて式が行
われ、会場周りでの待ち合わせ
や、みんなで会食などはしない
ようにとのことでした。長女は
仲の良い友達が他市在住のため
一緒に出席できないのなら式に
は行かないとコロナ禍になる前
から決めていましたが、誰とも
合うことのないちょっぴり寂し
い成人の日でした。撮った写真
を LINE で送り合っていたよう
で少し見せてもらいました。生
まれた当時ミレニアムベビーと
呼ばれた子たちが２０歳になり
ました。ありがとう。思い通り
にならないことも多く大変な世
の中だけど、自分の行動や言動
に責任を持って、自分らしくそ
れぞれの明るい未来に向かって
しっかりと生きてくれることを
願っています。（えりぴー）
２人目の子育てが始まり、早く
も 8カ月。1人目の経験のお陰
か、気持ちに余裕をもって子育
てができているように思います。
そうはいえど、うちの床には食
べかすが落ちているし (掃除し
てもいたちごっこ )、洗濯は洗濯
かごから溢れ、食器はシンクに
溜まりっぱなしなんてことざら
にあります笑おやすみをいただ
いている間に「Today( 今日 )」
という大人の絵本を読みました。
1分で読めるのでぜひ子育て中
のママに目を通してほしいな～
子育てに疲れた時、この本を読
むと心が軽くなったような、な
にか救われたような、そんな気
持ちになるかもしれません。き
のっこの本棚に置いておきます
ね。（ともか )
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はまようちえん
創立記念日
67周年を迎えました
ありがとうございます

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

給食 お休み

ききののっっここははるるややすすみみ

（3月26日(金)〜4月2日(金)）（3月26日(金) 4月2日(金)）

給食 お休み
（4月13日まで）

春分の日

9:15~14:00

☆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

（4月13日まで）

11:30 CLOSE
OPENDAY

11:30 CLOSE 11:30 CLOSE

お誕生日のおともだちのお祝い
3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。
☆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。

子育てあのね
11:30 CLOSE


