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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

兵庫県尼崎市浜 2-2-13
学校法人小寺学園
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例年より早く梅雨入りし、あじさいの花が
きれいに色づき始めました。

雨降りが多くなり、室内遊びが増えるこの季節。

きのっこで、お友だちと一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？
6 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。

指でお絵かきしてみよう

絵の具をゆびでポンポンして、オリジナルのカードを作ってみよう。
日

時：6 月 16 日（水）17 日（木）21 日（月）22 日（火）
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。
※汚れても良い服をご持参ください。

七夕飾りを作ろう

７月７日は、七夕。きのっこでは、短冊にねがいごとを書いて、
七夕飾りを作ります。みんなのねがいごとが叶いますように☆
日

時：6 月 28 日（月）〜 7 月 7 日（水）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。

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

母の日

花束カードをつくろう
ダンボールやスポンジでできたスタンプをペタペタ♫
すてきな花束ができました！おかあさん、いつもありがとう♡

ママとぺったん♪

かわいい花束♡

～５月のきのっこ～

のんびり、それぞれのペースで

きのっこでの時間をすごしました。

人気の楽器♫
はしりま〜す♪

ママ〜すべるよ〜 !!

２才になったよ♡

きのっこ通信 Vol.185
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パーティのはじまりはじまり〜

一緒にぽっとん

きのっこ

みずあそび

気温が高い晴れの日は、テラスでみずあそび！
パチャパチャと気持ちいいですよ〜♪
日

程 : ６月下旬〜 8 月の天気の良い日

時

間 : 10:30 〜 11:30

持ち物 : ぬれてもよい服 or 着替え・タオル
※水あそび用オムツ・下着では遊べません。
※水あそび用のおもちゃを用意しています。
※天候や都合により中止にすることがあります。

写真は、昨年のみずあそびの様子です。
きのっこのテラスに、
たらいとアクアプレイを出して
みんなでみずあそびを楽しみましたー♪

☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

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

きのっこ通信 Vol.185
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つ・ ぶ・ や・ き

カレンダー・きのっこ通信・写真を

６月のきのっこカレンダー

発行 / はまようちえん
イラスト / はやしだすずか

模様替えが趣味の 1 つでし
たが、数年前から家具の移
動が 1 人では出来ず ( 体力
の衰えです )。久々に GW
前から構想を練り、GW に
家族総出で各部屋の模様替
えと断捨離をしました。
不要になった、大型ゴミは
持ち込みゴミへ。断捨離し
た服、靴、プリント類は
45L のごみ袋で 20 袋ぐら
い捨てました。今年中には、
もう少し生きやすい家にし
7
たいでーす。そして、もう
無駄に買うのはやめます
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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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1951 年の統計開始以降、
最も早い梅雨入りの発表
が 5 月 16 日にありました
14
ね。梅雨明けは例年通りだ
と 7 月 20 日頃、昨年と同
じだと 8 月 1 日頃になるそ
うです。ということは、こ
れから 2 か月近くも梅雨が
続くことに…。母としては、 21
洗濯物が乾かない悩み多き
季節ですが始まってしまい
ました。なかなかお出かけ
もできないけれど、最近い
ろいろな種類の紫陽花が咲
28
いているのを見かけるよう
になったので、近所をブラ
ブラお散歩して新顔の紫陽
花を探してみたいと思いま
す。( はっちゃん）

HP に載せています。カレンダーは、
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ＴＵＥ

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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子育てあのね
指でお絵かきしてみよう
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指でお絵かきしてみよう
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七夕飾りづくり
６月28日（月）〜7月7日（水）

お誕生日のおともだちのお祝い
６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
いっしょにあそびます。

きのっこに来て、

☆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

