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例年より早く桜が咲き始め、あたたかい春がやってきました。

3 月にきのっこを巣立っていったお友だちもそれぞれの春を迎え、
新しい一歩を踏み出していることと思います。

2021 年度のきのっこは、4 月 5 日（月）9:15 〜 START します。
ママにとっても、子どもたちにとっても居心地の良い『きのっこ』で

あり続けたいと思います。みなさんのお越しをスタッフ一同お待ちして
います。

4 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。

こいのぼりをつくってみよう
端午の節句に飾られる鯉のぼりは、立身出世の象徴であり、
どんな場所でも生きられる鯉のように子どもに元気に育ってほしい
と言う願いを込めて飾るようになったそうです。
そんな鯉のぼりを親子で作ってみませんか？
日

時：4 月 19 日 ( 月 ) 〜 23 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。

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。

おもいでカード作り

この 1 年、色々なことができるようになり、身体も心もおおきくなった子どもたち。
手形を押したり、シールを貼ったりお絵描きしたり、好きなことできることをして、
楽しみました。

ママと一緒に♡

手形ぺったん♪

〜 3 月のきのっこ〜

これで描く !

自分のお気に入りのおもちゃができてきた子どもたち。
色々な遊びをするようになりました。

3月3日
ようちえんのお姉ちゃんが
桃の花を持ってきてくれました。

一緒にお絵かき♡

billibo の上に乗れたよ !

どの電車にしようかな？
エプロンつけてクッキング
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どの電車にしようかな？

きのっこ給食について
4 月 14 日 ( 水）より、
下記の内容にて給食注文を受け付けさせていただきます。

提供数 ：1 日７食限定 ※大人と子どもを合わせた食数
注文方法：当日 9:15 〜 10:30

お給食以外にも、

※きのっこにて直接注文のみ
代

お持ち込みのお弁当も歓迎です★

金：おかず付き給食 大人 450 円 子ども 250 円
おにぎり給食

みんなで楽しく

大人 300 円 子ども 150 円

ご飯をいただきましょう！

給食提供時間 : 12:00 頃

同時滞在組数は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
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。

■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
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。

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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今春は例年より桜の開花が早

かったですね。桜が咲くと気持
ちが晴れやかになり、植物の力

カレンダー・きのっこ通信・写真を

4 月のきのっこカレンダー
OPEN

にいつも癒されています。私は

CLOSE

発行 / はまようちえん

植物が好きで、11 階の狭い強
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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

諸事情により、CLOSE することがあります。

風のベランダですが色々と育て
ています。ここ１年くらい不思

ＭＯＮ

議なことに咲くのが難しいお花
がどんどん咲くという嬉しい年

イラスト / はやしだすずか

のなる木」￥は一度も咲いたこ
とがないのに満開になり、宝く
じは当たってませんが、懸賞が
もあり、ちょっとした事にほん

5

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

わかした気持ちで過ごす事がで
のっこちゃんたちに会えるのを
た幸せがある１年でありますよ
うに。( こばちゃん )
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9:15~14:00

7

2021年度
きのっこ
START♡

きました。さぁ 4 月。可愛いき
楽しみにしてます。ちょっとし
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9:15~14:00

お誕生日のおともだちのお祝い
4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。
☆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。

になりました。その中でも「金
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給食 お休み
（4月13日まで）
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昨年高校に入学した息子。新型
コロナの流行に伴う休校で始ま

給食

り、通学が再開されても時差通
学、クラブ活動も制限される 1

年を過ごしました。そのような
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お休み

状況下だったため体育祭は非公

OPENDAY

開、文化祭はオンラインで行わ
れ、息子が楽しみにしていた耐
寒登山は中止になってしまいま
した。今年は、それらの行事に
加え修学旅行もある予定になっ
ています。大人になってからで
はできない経験ばかりなので、
滞りなく行われるといいなぁと
思います。( はっちゃん）

こいのぼりづくり
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昭和の日

子育てあのね

☆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

