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新年度がスタートして、早くも 1 か月が経ちました。
過ごしやすい季節になり、園庭で遊ぶようちえんの
子どもたちの声がきのっこにも聞こえてきます。

きのっこもママやお友だちと遊ぶ子どもたちの声が響き、
にぎやかになってきました。

5 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。

花束カードをつくろう
『いつもありがとう』の気持ちを伝える母の日。
そんな気持ちを伝えるために大好きなお母さんといっしょに、
スタンプ・シールなどでお花を咲かせて、花束カードをつくってみませんか？
日

時：5 月 6 日 ( 木 )・7 日 ( 金 )・10 日 ( 月 )・12 日 ( 水 ) 〜 14 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。

こいのぼりをつくってみよう
シールを貼ったり、クレヨンで描いたり
ママと一緒にこいのぼりを作りました。

ママと一緒に♡

こいのぼり完成〜

〜 4 月のきのっこ〜

『ママと一緒に』だけでなく、

ひとりで遊ぶ姿もみられるようになってきました。

ころころ〜

トンネルに電車がはいりま〜す

ひっぱって出したい

座ってすべれるようになったよ！
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ぎゅぅ〜っ♡
たいこ

トントン♪

こんにちは〜

おうちあそび

シールあそび
はまようちえんナーサリーかぞく（0.1.2 歳）のお友だちが、好きなシール遊び♪
○や▲の形に切った紙に自由にぺたぺたはったり、線の上に並べて貼ったり…
丸いシールは、ホームセンターや 100 円ショップで販売しています。
コロナ禍でなかなかおでかけできないゴールデンウィークですが、
ぜひ、ご家庭でシールぺたぺた遊んでみてね！

線を引いた上に
シールを並べると…

完成 !!
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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カレンダー・きのっこ通信・写真を

5 月のきのっこカレンダー
OPEN

発行 / はまようちえん

満月が今年 1 番大きく見える
5 月 26 日、その日は皆既月
食も見ることが出来るそうで
す。月食は肉眼で見ることが
出来るので嬉しいです。月が
出た頃には部分食になってい
て、20 時 9 分皆既食の始ま
りです。1 年で最も大きい満
月の皆既食は 1997 年 9 月以
来。大きなお月さまの変化を
楽しみたいです。どうか晴れ
ますように。空の話をもう一
つ。14 日から 17 日は国際宇
宙ステーションが比較的見や
すい時間に通ります。突然見
え、スーと動きパッと消える
光は神秘的。何度見てもワク
ワクするのは私だけかしら？
( えりぴー）
子どもの頃から自分が親にな
るまでずっと好きだった手芸
熱、一度下火になったけど、
ここのところ急に再燃し始
め。型紙やら布山を引っ張り
出し、｢ あー、これ。好きす
ぎて山ほど買ったやつやん ｣
｢ これ、姪っ子のワンピース
作ろうと思ってたんやった
（できてないけど）｣ 等など、
思い出に浸る。でもやっぱり、
どれにもこれにもトキメキが
ない。何年振りだろう、大塚
屋江坂店に出かけた。あれも
これも…となりそうな気持ち
を抑え、数点のトキメキが私
の手元に。緊急事態宣言に開
き直りの GW、今年は待ち遠
しい！私のスタッフ時代作、
きのっこティッシュケースカ
バーもリニューアル、か！？
( はまちゃん）
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月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp
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花束カードをつくろう
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子育てあのね

花束カードを
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お誕生日のおともだちのお祝い
５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。

661-0967
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
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☆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 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

