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梅雨が明け、夏の訪れを感じるようになってきました。晴れた
日には、園庭から水あそびを楽しむ子どもたちの楽しそうな声
が聞こえてきます。
まもなく、夏本番！

睡眠・食事を十分に取り、暑い夏に備え

ましょう。
7 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 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
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：
《2 歳児》7 月 5 日（火）・22 日 ( 金 )

10：00 頃〜（30 分程度）

《0・1 歳児》7 月 11 日（月）・27 日（水）
※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：各日

参加費：無料

きのっこ会員

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。

水あそび

お天気の良い暑い日は、お水を触って遊びたい！
テラスに出した『アクアプレイ』やビニールプールで
水あそびをしませんか？
日

時：7・8 月の気温が高く晴れている日

場

所：きのっこのお部屋のテラス

持ち物：ぬれてもよい服 or 水着

10:00 〜 11:30

タオル

※水あそび用オムツ・下着では遊べません。
※水あそび用のおもちゃを用意しています。
※天気や都合により実施しないことがあります。
☆必ず保護者の方が目を離さないようにしてください。

＊お申し込みは、
直接きのっこまで
お越しください。

ナーサリーかぞくのあそび体験

6 月２4 日（金）

ナーサリーのお部屋で、おままごとをして遊びました。

またあそぼうね♪

これみて！

七夕飾りづくり

6 月２0 日（月）〜 30 日（木）

シールを貼ったり、のりで貼ったり
素敵な天の川ができました。

おほしさまいっぱい☆

6 月のきのっこ

一人で出来ることや、お友だちとの
やりとりが増えてきました。

か〜し〜て〜
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ピース♪

ごちそうさまでした♪

〜

焼き厚揚げのあんかけ

〜

ようちえんでおいしいと好評の『焼き厚揚げのあんかけ』
きのっこで食べたママや子どもたちも
「おいしい〜」
「アレンジできそう」
「家でも作ってみたい」
と好評でした。
そんなママたちの声にお答えして、レシピを紹介させていただきます。

（作り方）

（材料）
・厚揚げ

①

にんじんと玉ねぎを粗みじんに切る。

・にんじん

②

①に薄口醤油とみりんを２：１の量を加えて 5 分ほど煮る。

・玉ねぎ

③

②に水溶き片栗粉を加え、とろみをつける。

・薄口醤油

④

厚揚げを一口大に切り、焼く。

・みりん

⑤

厚揚げにあんかけをかける。

・水溶き片栗粉

※

あんかけに入れる野菜は細切りや薄切りが一般的ですが、野菜が苦手な子どもたちに
食べやすいように粗みじんにしています。野菜からのうまみがよく出ておいしいです。

※

旬に合わせて、玉ねぎの代わりに葉ねぎやピーマンなどを入れてもおいしいです。

《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 年ぶりに兵庫県合唱祭が復

活。おかあさんコーラスとして
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かったのですが、県の代表３団

発行 / はまようちえん

体の中に選ばれ 8 月末の全国
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大会への出場がきまりました。
この３年の地道な活動のご褒美

イラスト / はやしだすずか
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と歌えるようになると歌芝居の
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11 月には違う形のソロライブ

ナーサリーかぞくの

に負けないように体力づくりに

(0・1歳児）

います。( はっちゃん）
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あそび体験♪(2歳児)
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あそび体験♪

からステージを見る感じでした
っこよく、トークも楽しくあっ

諸事情により、CLOSE することがあります。

ナーサリーかぞくの

ら席は後ろの方で、前の人の間
が、映像で見ていた姿よりもか

月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp
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9:15~14:00

☆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
あそびます。

練習。麒麟の川島さんの声、和

げられてます。関西代表、面白

HP に載せています。カレンダーは、

お誕生日のおともだちのお祝い
7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。

わゆるママコーラス、ほぼ 50

んどん指揮者からハードルを上
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かなと思っています。育友会い

牛の川西さんの面白さなど、ど

カレンダー・きのっこ通信・写真を

7 月のきのっこカレンダー

久々の舞台に立てることが嬉し

661-0967
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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

(8/31まで)
29

あそび体験♪

☆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。

