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06-6499-4919
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新年度がスタートして、早くも 1 ヶ月。
日中は半袖で過ごせる日が増えてきました。子どもた
ちは外はもちろん室内でも汗をたくさんかきます。こ
の時期に熱中症になる人も多いので、こまめな水分補
給を心がけましょう。

5 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：5 月 24 日 ( 火 )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

＊お申し込みの際は、直接
きのっこまでお越しください。

知ることができます。ママたちの困っていることや悩んでいることも
先生たちに気軽に質問などしていただけますよ。
日

時：5 月 25 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
定

所：ナーサリーのお部屋または園庭

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。
時間中、きのっこは通常通り OPEN しています。

きのっこカフェコーナー

きのっこには、ママにホッと一息ついてもらえるように、
カフェコーナー（無料）を設置しています。
お湯とコーヒー・紅茶・ほうじ茶を置いていますので、
マイカップをお持ちいただき、ご利用ください。
※マイカップは、きのっこのお部屋に置いておくことが
できます。必ずマイカップにお名前を書いてくださいね。
皆さまが心地よく過ごしていただけるよう、
ご協力よろしくお願いします。

こいのぼりづくり

4 月 12 日（火）～ 28 日（木）

好きな色の画用紙にシールを貼ったり、お絵描きしたり
して、マイこいのぼりを作りました。

シールをペタッ♪

どうしようかなぁ〜

ナーサリーかぞくのあそび体験♪

4 月 22 日（金）

4 月のきのっこ

いねかぞくのお友だちと園庭で遊びました。

ナーサリーのお友だちと♪

一緒に行こう♪
また、あそぼうね♡

トンネルはいりま〜す

きのっこ通信 Vol.196

2022/5

これは、ここかな？

【未就園児 ( ２歳児 ) クラス】

まめっこ募集要項

令和４年度

「まめっこ」は、就園前の子ども ( ２歳児 ) がお家の人と離れて、“はじめて” “おもしろい” “ふしぎ” に出会う子どもだけの遊び場です。
＜対象園児＞

２歳児（2019 年 4 月 2 日 ~ 2020 年 4 月 1 日生まれ）

＜募集人数＞

８名

＜保育日 / 時間＞

毎週木曜日

ご興味のある方は、

9:15-11:30( 朝おやつあり・給食なし )

はまようちえん (06-6499-4919)

※初登園日は、６月９日 ( 木 )

樋口・西澤までお問い合わせください！

※月４回実施。

月～金 10:00-17:00（祝日除く）

※園行事・祝日により振替日を設けることがあります。
※保育日・時間は、今後変更することがあります。
＜費用＞

入会金

10,000 円

※本園への入園が決定した場合、入園受入事務費 (20,000 円 ) の一部に充当いたします。

用品代

1,100 円 ※帽子と名札を入会時に購入いただきます。

月会費

8,000 円（月４回）

《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

N

P

コア潮江
阪急オアシス

※ＪＲ尼崎駅の改札を出て北東へ徒歩約7分

●

スーパー
●

至 国道2号線

JR尼崎

パン店

長洲線

至 西宮

P↓

〒
尼崎
中央病院

ヴィスキオ
●
ホテル
小田公民館
ヴィスキオ

P

はまようちえん
浜小学校

あまがさ
きキュー
ズモール ホテル

フレッシュ

●
りそな銀行
コア

園田橋線

関西国際大

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

きのっこ通信 Vol.196
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きのっこ通信 VOL.196

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

去年から韓国ドラマをよく観
るようになり、困った事に
(^̲^;) サスペンスの続きが気
になり全話を 1 日で観て、ほ
ぼ寝転んで過ごし動かない状
態に。それでなくても、座り
仕事で平日も座ってる事が多
いのに。そんな時に朝仕事に
行く途中にはっちゃんが、き
のっこに走りながらいく速さ
が会う度に早くなってて、継
続は力なり。わたしも真似し
たいけど、とりあえずできる
だけ歩こう！ 50 歳までにあ
と半年体力作りがんばります。
( あけみちゃん )
春休みに入ってすぐ、息子が
「学校の友だちから『青春 18
きっぷ』で日帰り旅に行こう
と誘われたけど、行ってもい
い？」と言ってきました。修
学旅行もなくなったし、学校
の友だちなら羽目を外すこと
もないだろうとＯＫしました。
行き先が金沢・福井方面に決
定し、春休みが終わる直前に
出かけることに。いつもは起
こしてもなかなか起きない息
子が、6 時前の電車に乗らな
いといけないからと 5 時ごろ
に起床し、朝食もさっさと食
べ出かけていきました。途中、
兼六園の桜の写真を送ってく
れ、行ったことのない私も少
し旅気分を味わえました。お
土産に近江町市場で干物を買
ってきてくれたのですが、帰
宅が 22 時を過ぎていたので、
後日美味しくいただきました。
( はっちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

5 月のきのっこカレンダー
OPEN

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

CLOSE

ＭＯＮ

ＴＵＥ

9:15~14:00

諸事情により、CLOSE することがあります。

ＷＥＤ

9:15~14:00

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

ＴＨＵ

9:15~14:00

ＦＲＩ

9:15~14:00

ＳＡＴ

お誕生日のおともだちのお祝い
５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。

2

3

4
憲法記念日

5
みどりの日

ＳＵＮ

CLOSE

9:15~14:00

CLOSE

1

6

7

8

こどもの日

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

OPENDAY

23

24

25

26

ナーサリーかぞくの
あそび体験♪

30

31

子育てあのね

27

避難訓練
（引渡し訓練）
のため

給食

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

28

29

お休み

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

