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街には桜やチューリップなどの花が咲き、お散歩が楽しい季節
になってきましたね。
2022 年度のきのっこは 4 月 4 日 ( 月 )9:15 〜 START します。
今年もお友だちが楽しく遊べ、ママがのんびりできる心地よい

『きのっこ』であり続けたいと思います。みなさんのお越しを
スタッフ一同お待ちしています。
４月のきのっこ

２歳児限定

ナーサリーかぞくのあそび体験♪（要予約

予約〆切：4 月 21 日 ( 木 )12：00）

ナーサリーかぞく (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
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：４月 22 日（金） 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：2 歳児 (2019.4.2 〜 2020.4.1 生まれ )
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。

こいのぼりをつくってみよう
もうすぐ端午の節句ですね。男の子の成長を祝って飾られるこいのぼ
りには、
「健やかな成長と立身出世を願う意味」が込められているそ
うです。そんなこいのぼりを、親子で作ってみませんか？
日

時：4 月 12 日 ( 火 ) 〜 28 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。

＊お申し込みの際は、直接
きのっこまでお越しください。

月 2 回程度

定期開催予定です！

３月のきのっこ

お友だちと一緒に遊んだり、学んだり、ひとりの時間を

楽しんだり、ママが一緒じゃなくても過ごせる時間が増
えました。

お花をたくさん咲かせよう♪

この電車は、こうするんだよ。

一緒にお料理♡

ここに はいるかな？

くつした

はけるよ♪

これは、ここっ！
お友だちが見ていたのは、
この絵本でした。

みんなで何を見てるのかな？
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コロちゃん

みつかったかな？
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出版社：評論社
ISBN:9784566002067

きのっこ給食について
昨年度に引き続き、今年度も下記の内容にて
給食注文を受け付けさせていただきます。

提供数 ：1 日７食限定 ※大人と子どもを合わせた食数
注文方法：当日 9:15 〜 10:30

お給食以外にも、

※きのっこにて直接注文のみ
代

金：おかず付き給食 大人 450 円 子ども 250 円
おにぎり給食

大人 300 円 子ども 150 円

給食提供時間 : 11:30 〜 12:00 頃

お持ち込みのお弁当も歓迎です★
みんなで楽しく
ご飯をいただきましょう！

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 ...

■開場日

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。

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。
至 伊丹
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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

ジャパン

至 大阪

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年ぶりに３人分のお弁
当作りが始まります。娘
が高３と中 1 だった 1 年
間のみ 3 人分作っていま
したが、それ以外は 2 人
分だったので少しあわて
そうです。前日に作った
主菜を温めて、作り置き
の副菜と合わせて詰める
だけなのですが、せっか
ちなくせに要領が悪く、
何事にも時間のかかる私
は 1 つ増えただけでも
大変なんですよね〜。お
弁当箱洗うのも嫌いです
（笑）。ま、あせらず、自
分らしく、楽しく（？）
早起き頑張ります。
( えりぴー )
昨年末、約 20 年ぶりに、
「推し活」を再起動して
しまいました。再起動
後、1 日中部屋の中では
歌が流れ、映像を見てご
きげんな毎日を過ごして
います。その勢いでファ
ンクラブにも再入会して
しまいました ( 笑 ) 否
応なく歌を聞くことにな
った息子は、呆れていま
す (^̲^;) 勢いそのまま、
5 月には LIVE にも行く
予定を入れてしまいまし
た。私もアーティストも
年齢を重ねた上、コロナ
禍での LIVE がどのよう
な LIVE になるか今から
ワクワク・ドキドキして
います。( はっちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

４月のきのっこカレンダー
OPEN

CLOSE

ＭＯＮ

ＴＵＥ

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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9:15~14:00
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9:15~14:00

9:15~14:00

お誕生日のおともだちのお祝い
4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 お休み
（4月13日まで）

きのっこSTART♡
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給食
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お休み
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給食はじまり

OPENDAY

こいのぼりづくり
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子育てあのね
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ナーサリーかぞくの
あそび体験♪

こいのぼりづくり
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昭和の日
こいのぼりづくり
☆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

