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紫陽花の花が少しずつ色づき始め、梅雨の気配を感じる季節に
なってきました。
雨降りの日が多くなり、外遊びよりも室内遊びが多くなるこの
季節。きのっこで、お友だちと一緒に楽しい時間を過ごしてみ
てはいかがですか？

6 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：6 月 23 日 ( 木 )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？ ＊お申し込みは、直接
きのっこまでお越しください。
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していただけますよ。

日

時：6 月 24 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：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。

七夕飾りづくり
ささのは〜さ〜らさら〜♪７月７日は七夕。きのっこで、笹飾りを
作ったり、短冊にお願いごとを書いて笹に飾りましょう。
シールや色紙を貼って、お家で飾ることができる『天の川』も作って
みませんか？
日

時：6 月 20 日 ( 月 ) 〜 30 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。

ナーサリーかぞくのあそび体験

5 月２５日（水）

園庭で、お砂あそびや水あそびをして楽しみました。

先生と一緒に♪

どれにしようかな～

5 月のきのっこ
新しいお友だちや久しぶりのお友だちが来てくれて、
楽しい時間を過ごすことができました。

こう持つんだよ♪
みて〜！

いただきま〜す
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なんの電車がくるかなぁ

きのっこ

水あそび

気温が高い晴れの日は、テラスで水あそび！
パチャパチャと気持ちいいですよ〜♪
日

程 : ６月下旬〜 8 月の天気の良い日

時

間 : 10:30 〜 11:30

持ち物 : ぬれてもよい服・タオル

写真は、昨年の水あそびの様子です。

※水あそび用オムツ・下着では遊べません。

きのっこのテラスに、ビニールプール
たらい・アクアプレイを出して

※水あそび用のおもちゃを用意しています。

みんなで水あそびを楽しみました♪

※天候や都合により中止にすることがあります。
☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

《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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近所のスーパーがリニューアル
オープンしました。某 100 円
ショップが入ったそうで行って
みると雑貨のコーナーに商品が
並んでいます。食材と一緒に購
入して同じレジで支払えるのは
とても便利そうです。駄菓子売
り場は縁日の露店のような造り
になっていたり、その近くには
ミニカーと電車のおもちゃ ( 子
供に人気の有名メーカー製 ) の
コーナーもあります。きのっこ
ちゃん達が喜びそうな店内です
がママ達はやきもきしながらの
お買い物になるのではと思いま
す。そんな店内をお掃除ロボッ
トが動き回っています。見た目
が犬のお巡りさん？で店内をパ
トロールしているようにも見え
ます。こんな風にお仕事ロボッ
トが増えていくのかな〜身近な
スーパーで近い未来を感じなが
ら帰宅しました。( みいみい )
先日、家の近くで「いたち」に
出会いました。毎年、繁殖期で
あるこの時期になると「いたち」
に時々出会うことはあるのです
が、警戒心が強いからか、
「あっ、
いたち！」と思った一瞬の間に
姿が見えなくなり、写真撮影す
ることは出来ずにいました。し
かし今回の「いたち」は警戒心
より好奇心が強かったのか、何
度も姿を見せてくれ、初めて撮
影に成功しました。害獣とも言
われる「いたち」ですが、姿だ
けを見ていると可愛くて癒され
る存在でした。( はっちゃん）

カレンダー・きのっこ通信・写真を

6 月のきのっこカレンダー
OPEN
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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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子育てあのね

ナーサリーかぞくの
あそび体験♪
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七夕飾りづくり

29

七夕飾りづくり
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OPENDAY

お誕生日のおともだちのお祝い ６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(9:30〜14:00) 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。

