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梅雨明けが待ち遠しいこの頃。晴れた日には園庭から

ようちえんの子どもたちのにぎやかな声が、聞こえてきます。
きのっこも、新しいお友だちが増え、にぎやかな日が多く
なってきました。外で遊べない雨の日は、お子さんと傘・
レインコート・長靴に身を包んで、きのっこに遊びに
来てくださいね。
7 月のきのっこ

みずあそび

お天気の良い暑い日は、お水を触って遊びたい !!
テラスに出した小さなビニールプールや

『アクアプレイ』でみずあそびをしませんか？
日

時：気温が高い晴れの日

10:00 〜 11:30

場

所：きのっこのお部屋のテラス

持ち物：ぬれてもよい服 or 水着

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。
☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

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」をお渡しさせていただきます！
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。
★きのっこ給食について★
7 月 20 日 ( 火 ) 〜のきのっこ給食は、ようちえん夏休みのためお休みです。９月１日（水）から再開します。
注文は当日 10：30 まで（電話注文不可 ) ！限定 7 食！（先着）
初めてきのっこにあそびにこられた日の注文はご遠慮ください。

父の日

指でお絵かきしてみよう
ポストカードに絵の具をペタペタ♫

すてきなシャツのカードができました！
おとうさん、いつもありがとう♡

みてみて〜

手をぺったん♪

スタンプ

ぽんぽん

〜 6 月のきのっこ〜

きのっこのお友だち・ナーサリーのお友だち
一緒に遊ぶ姿がふえてきました。

ナーサリーのお友だちと♪

一緒にお絵かき♡

ひとりで洗えるよ
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たか〜く

つめたよ

どっちの玉がはやいかな？

梅シロップ

つまようじで、梅のヘタをとる。

②

梅にフォークを刺し、穴をあける。
※梅全体にまんべんなく刺してくださいね。

ようちえんで毎年作っている梅シロップ。
簡単にできるので、
ぜひお家で作ってみてくださいね！

材料

①

☆梅

800g

☆氷砂糖

600g

☆お酢

50ml

③

消毒した瓶の中へ、梅と氷砂糖を交互に入れる。

④

お酢をまわし入れる。

⑤

最後に瓶の蓋を閉め、瓶を横に寝かせ、
前後にゆらして混ぜ混ぜ〜
※毎日 1 回⑤を行ってくだい。
氷砂糖がすべて溶けたら、出来上がり☆

(10 日間程度 )
※冷暗所で保管してください。

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
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つ・ ぶ・ や・ き

ここ最近、我が家のベランダの
植物をカットしてきのっこに持
っていくようになり、緑化担当

カレンダー・きのっこ通信・写真を

7 月のきのっこカレンダー
OPEN

としてはっちゃんから任命を受

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

CLOSE

諸事情により、CLOSE することがあります。

発行 / はまようちえん

け、この時期植え替えや切り戻
しした植物をモロゾフのプリン

ＭＯＮ

容器に花瓶として再利用して飾
り出しました。きのっこの部屋
は明るくて気温も好条件なのか

イラスト / はやしだすずか

て、これを鉢植えしています。
３階のきのっこの入り口近くに
飾っています。次は何を持って
今はオリヅルラン、ポトス、ア
ボカド、ベゴニアですよ。きの

5
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いね。（こばちゃん）

り空で見えませんでした…残
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きのっこに来て、
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七夕飾りづくり
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給食注文
できません

七夕飾りづくり

5 月のつぶやきで、えりぴーが

パームーンでもあったのに、曇

☆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。

6

ＴＨＵ

9:15~14:00

子育てあのね

っこにお越しの際は見てくださ

知らせてくれた皆既月食。スー

ＷＥＤ

9:15~14:00

お誕生日のおともだちのお祝い
7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。

驚くほど成長して根や芽が出

行こうかなと楽しんでいる私。
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9:15~14:00
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念。次はいつ見られるのか調べ
てみると、来年 11 月に皆既月
食が、部分月食なら今年の 11

月に見られるそうです。その頃
なら雨も少ないだろうから、く
っきりと見えるといいな。

因みに、次のスーパームーン

給食

と皆既月食を同時に見られるの

は 2033 年だそうです。今から
12 年後… きのっこちゃん達は
中学生に ‼ 私達スタッフの子
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お休み

海の日

(8/31まで)
28

29

体育の日
30

31

供達は社会人に ‼ 私達も年齢

を重ねても今のように元気に過
ごしながら子供達を見守ってい
られるといいな ( 笑 )

（みぃみぃ）

☆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。

