661-0967

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

ฆఒ

Vol.188

幼保連携型認定こども園
はまようちえん

2021.9 月

ȧɈȽȭɉĂɉɘɢȠȻȢɭɈɄȥɅȜɥĂ1234ਫ਼ɈાɃɜɂపɈɜȠɌɂȾɈȤݦɁȳă

06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

雨の日が多かった 8 月。夏を満喫できないうちに

朝晩は過ごしやすい日が増え、少しずつ秋の気配が
感じられるようになってきました。

日中はまだ暑く、夏の疲れが出やすい時期でもありますが
美味しい旬のものを食べて、元気に過ごしましょう。
9 月のきのっこ

スタンプあそび

今年の『中秋の名月』は、どんなおつきさまを見ることができるでしょうか？
きのっこでは画用紙に丸いスタンプをぺったんぺったん♪
おつきさま？

おだんご？

それとも・・・

いろいろなマルを押して遊びたいと思います。
日

時：9 月 13 日（月）〜 17 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。
※汚れても良い服をご持参ください。

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★

９月１日（水）から、きのっこ給食を再開します。
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。

〜 8 月のきのっこ〜
それぞれお気に入りのあそびを
楽しむ姿が見られました。

ひとりで乗れたね
ウォールカラーツリーに
お花を咲かせます

お兄ちゃん何してるのかな？

いっしょにあそぼっ♪

ながい線路ができたよ

みずあそび

上手に切れるかな？

暑い日は、『みずあそび』をして楽しみました。

気持ちいい♡

ペットボトルのシャワー
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〜豆腐で作る白玉だんご〜
2021 年の中秋の名月は、9 月 21 日 ( 火 ) です。

【材料】

白玉粉 50g / 豆腐 50g / 水 適量

【作り方】①ボウルに分量の白玉粉と豆腐を入れ、

きれいなお月さまには、やっぱりおいしいおだんご！
豆腐を使った『おつきみだんご』を親子でいっしょに
作ってみませんか？

均一になるよう混ぜます。
※徐々に豆腐の水分が白玉粉に浸透していくので
混ぜながらゆっくり待ちましょう。耳たぶくらいの固さが目安。
水分が足りないようなら、豆腐やお水を少しずつ足します。

②手のひらや指先で丸めて、おだんごを作ります。

豆腐で作ったお団子は

③沸騰したお湯に②を入れ、

歯切れがよく、

浮かんできたらすくって冷水にとります。

時間が経っても

④あんこやきなこなどお好みの味でどうぞ。

やわらかいので

少しずつ、ゆっくり食べましょう。また、食べ終わるまでは

食べやすいですよ！

大人がそばで目を離さないようにしましょう！

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
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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GW の断捨離から 3 ヶ月。今

年は生きやすい我が家にする為

に、プチ断捨離第 2 弾。なかな

カレンダー・きのっこ通信・写真を

9 月のきのっこカレンダー
OPEN

か捨てられないのが高校受験に

CLOSE

発行 / はまようちえん

関する物。姉が塾で使ってたテ

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。

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

キスト、参考書、プリント類、

弟が使うかと思い 2 年間保管し
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て、何一つ使わず高校受験が終
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わり、受験まで 2 年半後の娘の
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9:15~14:00
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為にと姉プラス兄のテキストな

9:15~14:00
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イラスト / はやしだすずか

明日はゴミの日。とりあえず、
するか！後 4 ヶ月ですっきり我
が家になる予定（笑） ( あけみ

CLOSE

5

令和4年度

ようちえんかぞく

どが本棚 4 段にぎっしり (><)

プリント類だけでもプチ断捨離
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オンライン

給食始まり

入園募集説明会

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ
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ちゃん )

8 月下旬、園庭から盆踊りの太

鼓と楽しそうな子どもたちの声
が聞こえてきました。最近、盆
踊り大会自体がなくなっていた

子育てあのね

ので、とても懐かしい音でした。
子どもの頃の 8 月は、週末の夜

スタンプあそび

になると太鼓の音が聞こえ、そ
の音に誘われるように親子で公
園に出かけたものでした。アニ

20

メの音頭に始まり、定番の『炭
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敬老の日

坑節』『ビューティフルサンデ

秋分の日

ー』と上手な大人の真似をして

踊ったものです。
、
「えっ ? ビュ
ーティフルサンデー ?」という

声が聞こえてきそうですが、尼
崎では田中星児さんの歌う『ビ
ューティフルサンデー』が盆踊
りの定番で、ローカル盆踊りだ
と知ったのはつい最近でした。
まだまだ気が付いていないロー
カルな物事がたくさんありそう
です ( 笑 )( はっちゃん )
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OPENDAY

☆お誕生日のおともだちのお祝い
9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。

☆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
☆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。

きのっこに来て、

各回1名ずつです。

