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今冬は例年より雪が舞う日も多く、寒い日が続きましたね。
そのためか梅の花も例年より、開花がゆっくりな気がします。
慌ただしい年度末ですが、ちょっと一息

親子できのっこに

遊びに来てくださいね。
3 月は園行事のため、CLOSE や開場時間の変更が多くなっています。
カレンダーをご確認の上、きのっこにお越しください。

3 月のきのっこ

ナーサリーかぞくのあそび体験♪（要予約

予約〆切：前日の 12：00）

ナーサリーかぞく (0.1.2 歳児クラス）の子どもたちと一緒にあそびませんか？
ナーサリーかぞくでの遊びや、保育スタッフの子どもへの関わり方を

＊お申し込みの際は、直接
きのっこまでお越しください。

知ることができるかも？ママたちの困っていることや悩んでいることにも
先生たちがおこたえします♪
日

時：3 月９日（水） 10：00 頃〜（30 分程度）
※当日、９：４５頃までにきのっこへお越しください。

場

所：ナーサリーのお部屋または園庭

定

員：きのっこ会員

参加費：無料

2組

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※当日は汚れても良い服でお越しください。
時間中、きのっこは通常通り OPEN しています。

マイカップ・忘れ物について

カフェコーナーのカップやお預かりしている忘れ物は、
3 月末をもって、一旦処分させていただきます。一度、ご確認ください。

はるやすみ

3 月 28 日（月）〜 4 月 1 日（金）までの間、春休みのために CLOSE させていただきます。
また 4 月、顔見知りのお友だちも新しいお友だちも、きのっこスタッフ一同、
みんなお会いできるのを楽しみにしています♡

月 2 回程度

定期開催予定です！

節分

2 月 3 日（木）

きのっこにもナーサリーとようちえんから
オニさんたちがやってきました。

鬼はそと〜

ナーサリーのごまかぞくさんと一緒に♪

ナーサリーおにさんがやってきました！

ようちえんのおにさん

ナーサリーかぞくのあそび体験♪
2 月 15 日（火）

ごまかぞくのお友だちとナーサリールームで遊びました。

ボール はいるかな？

一緒にぽっとん♪

ルームにむけて

しゅっぱ〜つ！！

ひなかざりづくり

シールや色紙を貼って、おひなさまを作りました。

生まれて初めてのおひなさま♡
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お友だちと手を繋いで♪

２月のきのっこ

お友だちと色々な遊びを楽しむ姿が見られる
ようになりました。

ピタゴラスイッチ♪

いっしょにかえろ♡

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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3 月、春の陽気で土の中から
虫たちがこんにちはしてくる
良い季節。そして卒園、卒業、
引越し、転勤とお別れの時期
でもあり、毎年この頃は気持
ちがザワザワしてしまいます。
先日、生活発表会で年長さん
が歌った『ぜんぶ』の合唱曲、
私はコーラスのレパートリー
の中で一番好きな曲です。一
昨年コロナ期になり練習再開
した時にコーラス仲間が久し
ぶりに『ぜんぶ』歌いたいよ
ねとなりました。
どんな状況の中でも大切なも
のは既にあるんだ。日々の泣
き笑い、喜びや悲しみという
当たり前のことが大切なんだ
よねーと。歌詞はちびまる子
ちゃんのさくらももこさん、
曲は相澤直人さん。本当に良
い曲なのでご存知でない方は
是非チェックしてくださいね。
私はあれから、家事しながら
も『ぜんぶ』口ずさんでます。
( こばちゃん )
昨年６月に予定されていた息
子の修学旅行。８月に延期さ
れたものの再延期。２月に行
き先・日数を変更して計画さ
れていましたが、中止となっ
てしまいました。様々な行事
が無観客・中止となった中、
唯一今年の文化祭だけ見るこ
とが出来ました。子どもたち
は、この状況の中で出来るこ
とを考え、実行し形にしてそ
れぞれが持つ力を発揮して、
お互い認め、楽しむ姿を見る
ことができました。彼らなら
「あの時は大変やったなぁ」と
笑って語り合える未来を作れ
るのではないかなぁと思った
母なのでした。( はっちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

3 月のきのっこカレンダー
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CLOSE
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月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp
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きのっこはるやすみ
（3月28日(月)〜4月1日(金)）

お誕生日のおともだちのお祝い
3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。
☆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
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。個別に日程を調整させていただきます。
☆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

きのっこに

