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もう１２月、やっと１２月…

みなさんにとって、今年はどんな１年だったでしょうか？

きのっこは、利用組数の制限がある中、新しいお友だちも増え、
楽しい時間を過ごすことができました。まだ新型コロナに
気をつける日々は続きますが、来年も変わらずみなさんと
過ごせる事を楽しみにしています。

12 月のきのっこ

クリスマスツリーをつくろう

クリスマスといえば、『クリスマスツリー』 ツリーは飾りたいけど、
子どもが倒しちゃうかも ?! と飾っていないお家も多いのではないでしょうか？
今年は、きのっこで紙のクリスマスツリーを作ってお家に飾ってみませんか？
日

時：12 月 6 日 ( 月 ) 〜 16 日（木）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。

きのっこにて直接
お申し込み下さいね

おもちつき（要予約 12 月 6 日（月）10 時〜予約スタート）

ようちえんのおもちつきにきのっこも参加します。おうちの人と一緒に杵をかついで
「ぺったんぺったん、ぺったんこ♪」おいしいおもちができるかな？
日

時：12 月 17 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。

園庭であそぼう

11 月 4 日（木）

7 組の親子が、ナーサリーの先生やお友だちと
広いようちえんの園庭で遊びました !
一緒に遊んで楽しかったね。

坂道ころころ〜

はい

どうぞ

こっちだよ

さんまパーティー

お砂をいれて〜

11 月 26 日（金）

6 組の親子が参加してくれました。

生のさんまを触ったり、焼けるのを近くで見たあとは、

ようちえんのおにいちゃん・おねえちゃんがほぐしてくれた
さんまをみんなで美味しくいただきました。

やけた♪
さんまをほぐしてくれました

おいしいね♡

１1 月のきのっこ

1 人でできること、お友だちと一緒に
することが増えてきました。

おいしいねぇ〜

靴

はけたよ♡

きのっこ通信 Vol.191

机拭きもできるよ♫

2021/12

はい

ぽーず♪

みぃつけた

きのっこのお部屋にあるクリスマスにぴったりの絵本を紹介します。
「サンタさん来てくれたらいいのになぁ…」そう思いながら眠っていると
…。あれ ?! このプレゼントは ?!
サンタさんが動物たちに贈るプレゼントは、ちょっと何かおかしい ?!
でも、最後にはほっこりとなれるお話です。
作・絵 五味太郎
出版社 偕成社
ISBN 978-03-338030

早くクリスマスが来ないかなぁと待ち遠しくなること間違いなし。
みんなのところにも、
サンタさんからのプレゼントが届きますように…。

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

きのっこ通信 Vol.191

2021/12

きのっこ通信 VOL.191

つ・ ぶ・ や・ き

発行 / はまようちえん
イラスト / はやしだすずか
文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

先月の月食、きれいに見えま
したね。みぃみぃがつぶやき
で詳しく書いてくれていたの
で準備万端で見れました。階
段で家族で見ていましたが、
周りのお宅からは誰も出てこ
ず。みんなあまり興味なかっ
たのかな。南から南西方向に
は木星、土星、金星が輝いて
いてこちらもいい眺めでした。
１２月でもまだ見えてるかな。
高い建物とか真上を見上げる
のはすごく怖いのですが（高
所恐怖症だからかぞ〜っとし
ます）遠くの空を眺めるのは
好きです。翌々日、朝仕事へ
行く時、西の空に少し欠けた
大きな月がまだ輝いて見えて
いました。( えりぴー )
2019 年に現役を引退した岸
田投手が会見で言った「オリ
ックスはこれから強くなりま
す」の言葉通り、今年 25 年
ぶりにパ・リーグ優勝を果た
したオリックスバファローズ。
運よくチケットが取れたので、
日本シリーズ第 1 戦を息子と
見に行ってきました。オリッ
クスファンとしては、なかな
か点が取れず先制され、追い
ついたと思ったらすぐに逆転
され…とハラハラし通しでし
たが、最後劇的な勝利で幕を
閉じ、隣席の人とハイタッチ
で喜びを分かち合いました。
来年、受験生になる息子は、
なかなか球場観戦できない 1
年になると思うので、今年優
勝してくれて本当に良かった
です。( はっちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

12 月のきのっこカレンダー
OPEN

CLOSE

ＭＯＮ

ＴＵＥ

お誕生日のおともだちのお祝い

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。
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12月生まれのおともだちには、
きのっこに遊びこられた際に
「おたんじょうびカード」を
お渡しします。
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(1/10まで)
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きのっこ冬休み
12月24日（金）〜1月6日（木）

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
☆子ども人権DAY(親子学級)
詳細は、受付にある『おたより』をご覧ください。（講演会と映画上映）

