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日が暮れるのが早くなり、日中も肌寒い日が増えてきました。

今年は例年より冬の訪れが早い気がしますが、ようちえんでは、
秋を楽しむ行事が続いており、園庭からは元気な子どもたちの
声が聞こえてきます。

11 月のきのっこ

園庭であそぼう

きのっこのお部屋を飛び出して、広いようちえんの園庭で思いっきり遊んでみませんか？
ナーサリー（はまようちえん０・１歳児）のお友達も一緒に園庭で遊びます♫
予約は不要 ( 同時滞在 7 組まで ) ですので、時間内にお気軽にご参加くださいね。
日
場

時：11 月 4 日 ( 木 )10:00 〜 11:30 ※この時間中
きのっこのお部屋は Close します !
所：はまようちえんの中庭

持ち物：着替え、水筒、タオル（当日は汚れても良い服でお越しください。
）
参加費：無料

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※雨天時は中止です。ご了承ください。

きのっこにて直接
お申し込み下さいね

さんまパーティー（要予約 11 月 8 日（月）10 時〜予約スタート）
秋の味覚といえば、
「さんま」。子どもたちの前で「ハタさん（はまようちえん理事長）」が
炭火で焼いたさんまを頭から尾・骨まで丸ごといただきたいと思います。
日

時：11 月 26 日（金） 11：00 前後（予定）

定

員：きのっこ会員

参加費：無料

7組

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※当日、10：30 頃までにきのっこへお越し下さい。

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。

ハロウィンかざりをつくろう

小さなボトルにハロウィンカラーの紙を入れて、
ハロウィンかざりを作りました。

そぉ〜っとそぉ〜っと
はいるかなぁ〜
できあがり♡

〜１０月のきのっこ〜

お絵かきを楽しむ子どもたちの姿が多く
見られました。

まるがいっぱい

シールの上にかきかき

なにをかこうかな？

どれにしようかな～

電車や車を走らせる遊びも人気です♡
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きのっこ

ハンドメイドレシピ
【作り方】

〜ごはん用ナフキン〜

①布の裏側 4 辺各 1 センチのところに線を引く。

食欲の秋 !! 自分でスプーンやお箸を使って

②中表に合わせ、①で引いた線のところにまち針を打つ。

食べられるおともだちも増えてきましたね。

③返し口分（5 センチ程度）

子ども用のごはん用ナフキンを
好きな柄で作ってみませんか？

み

ほ

ん

作り方がわからない方は、きのっこで聞いてくださいね♡
【材料】
布 出来上がりサイズ＋ 2 センチ（縦横ともに） 2 枚
（薄めの布が縫いやすいので、おすすめです）
糸・縫い針・まち針
※ようちえんでも使える 20 × 25 センチならば、
22 × 27 センチの布を 2 枚用意する。

以外の線の上を並縫いで縫う。
（右図の赤線部分）
④縫ったところの外側を
三角に切り落とす。
（右図の赤線部分）
⑤返し口から表に返す。
⑥返し口を縫い止める。

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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たそうです。( こばちゃん )

前回のつぶやきに書いた空の
話の続きです。11 月に部分

月食があると書いたのですが、
いつなのかを調べてみました。
国立天文台のサイトによると

11 月 19 日だそうです。月食

の始まりは 16 時 18.4 分、終
わりは 19 時 47.4 分。( この
ように表記されていました )

今回は月の大部分が地球の影
に入ってしまうらしく、合わ
せて月の高度が低いので、東
の空が開けた場所で観察をと
いうことでした。うちからで
は見えなさそうなうえに忘れ

てしまいそうな時間帯ですが、
食の最大は 18 時 02.9 分。せ
めてこの時間はベランダへ出
て、空を眺めてみたいと思い
ます。( みぃみぃ )

給食注文
できません
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勤労感謝の日

さんまパーティー
(要予約7組限定）

OPENDAY

子育てあのね

30

☆お誕生日のおともだちのお祝い
11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。

☆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

