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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
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食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、実りの秋…
楽しみの多い季節になりました。

ようちえんでは、
「うんどうかい」「おいもほり」など
この季節ならではの行事が目白押しです。
感染対策をしつつ、秋を満喫しに
家族でお出かけしたいですね。

10 月のきのっこ

ハロウィンかざりをつくろう
かぼちゃおばけの「ジャック・オ・ランタン」や「こうもり」などの
飾りやお菓子が街に溢れる時期になりました。
きのっこでは、小さなボトルにハロウィンカラーの紙やキラキラ光る
モールを入れて、ハロウィンかざりを作りたいと思います。
日

時：10 月 20 日（水）〜 27 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。

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。

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

スタンプあそび

様々な廃材でつくった丸いスタンプを押して
遊びました。

ちゃんとつくかなぁ

できた〜！

〜 9 月のきのっこ〜

ごっこ遊びを通して、
友達とのやりとりが増えてきました。

ボール

つかまえたっ !

へ〜んしんっ！

ど〜ぞ♡
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まって

まって〜

洗濯

上手に干せるよ♪

秋ならではの「やきいも」が題材の手あそびです。まだジャンケンのルールが

おうちあそび

理解できない子どもも、手の形を作ろうと

やきいもグーチーパー♪することが手指の発達を促すことにつながります。
ぜひお家でやってみてくださいね♪

②おなかがグー

①やきいもやきいも

⑥なんにもパー

⑤たべたらなくなる

③ほかほかほかほか

⑦それ やきいもまとめて
（手拍子 4 回）

④あちちのチー

⑧グーチーパー
（グーチョキパーを出す）

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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息子が突然歩き始めました。
「実は、1 歳になる子どもが
いたんです」と言いたいと
ころですが、残念ながら息
子は高 2 です。9 月中旬、
「学校から歩いて帰ってき
た。意外に歩けるもんやな
ぁ。これから週 1 回歩いて
帰ってこよかなぁ」と言う
のです。ちなみに学校から
家まで約 13km!! 冗談かと
思っていたのですが、次の
週も徒歩帰宅。歩くことに
目覚めた息子は、それ以外
の日も学校の最寄駅ではな
い駅まで歩き帰宅。朝も「隣
駅まで歩いていくわ」と今
までより 30 分早く家を出
るようになりました。現在
部活もできず、運動不足解
消も兼ねてとはいえ、私に
は真似できません (*>̲<*)
( はっちゃん )
１歳３ヶ月の次男が歩ける
ようになり、抱っこの役目
はもうおしまいかな？！と
思いきや、待っていたかの
ように、５歳になった長男
が抱っこして欲しいとせが
むように…まだまだ私の腕
と肩は現役なようです。
（笑）
３０代に突入した私は、最
近始まった首肩のコリに負
けないように抱っこ生活に
奮闘します！（ともちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

10 月のきのっこカレンダー
OPEN

CLOSE

ＭＯＮ

ＴＵＥ

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。

ＷＥＤ

9:15~14:00

9:15~14:00

HP に載せています。カレンダーは、

ＴＨＵ

9:15~14:00

9:15~14:00

☆お誕生日のおともだちのお祝い
10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。
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給食注文
できません

ＦＲＩ

9:15~14:00
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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

ＳＡＴ
CLOSE
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ＳＵＮ
3

令和4年度
ようちえんかぞく
入園願書受付開始
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給食注文
できません
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令和４年度
ナーサリー
かぞく（ルーム）
入園募集説明会

子育てあのね

25

CLOSE

26

27

28

29

30

31

OPENDAY
☆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

