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行動制限のない久しぶりの夏

06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

帰省・海水浴・キャンプなど、

夏を満喫できたでしょうか？朝晩少し過ごしやすくなったとは言え、
日中はまだ暑く、夏の疲れが出て体調を崩しやすいこの時期、体調
管理に気をつけて元気に秋を迎えましょう。
おかげさまで『きのっこ通信』が２００号を迎えることができました。
これからも多くの方にご利用いただき、愛される場であるように
スタッフ一同、努めたいと思います。
9 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

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：【０・1 歳児限定】９月 9 日（金）

10：00 頃〜（30 分程度）

【2 歳児限定】9 月 14 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。

ちぎり絵あそび

色画用紙や色紙をちぎって、いろいろな形の台紙にのりで貼ってあそびます。
ちぎって、のりでペタペタ貼ったら、何ができるかな？

日

時：9 月 12 日（月）〜 22 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。
※汚れても良い服をご持参ください。

前日 12：00）

＊お申し込みは、直接
きのっこまでお越しください。

８月のきのっこ
新しいお友だちが増え、

たのしい時間を過ごしました。

たまご

いる？
まって〜

お兄ちゃんと一緒に♪

お天気の良い日には、テラスで
水あそびをしました。

ないしょだよっ☆

ナーサリーかぞくのあそび体験♪

8 月 24 日 ( 水 )

ナーサリーのお部屋で一緒に過ごしました。

冷たいね♪

くるま

どうぞ〜

9 月 16 日 ( 金）より

『community Café & Books つながりのき』が、毎月第１、第３金曜日 9:30 〜 15:30 オープンします。

Café のドリンクをきのっこへ take out することができます。ご利用の方はマイコップをご持参ください。

きのっこ通信 Vol.200

2022/9

～豆腐で作る白玉だんご～

【材料】

白玉粉 50g / 豆腐 50g / 水 適量

【作り方】①ボウルに分量の白玉粉と豆腐を入れ、

2022 年の中秋の名月は、9 月 10 日 ( 土 ) です。

均一になるよう混ぜます。

きれいなお月さまには、やっぱりおいしいおだんご！

※徐々に豆腐の水分が白玉粉に浸透していくので

豆腐を使った『おつきみだんご』を親子でいっしょに

混ぜながらゆっくり待ちましょう。耳たぶくらいの固さが目安。

作ってみませんか？

水分が足りないようなら、豆腐やお水を少しずつ足します。

②手のひらや指先で丸めて、おだんごを作ります。

豆腐で作ったお団子は

③沸騰したお湯に②を入れ、

歯切れがよく、

浮かんできたらすくって冷水にとります。

時間が経っても

④あんこやきなこなどお好みの味でどうぞ。

やわらかいので

少しずつ、ゆっくり食べましょう。また、食べ終わるまでは

食べやすいですよ！

大人がそばで目を離さないようにしましょう！

《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。

月･火･水･木･金

* 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。
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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.200

2022/9

きのっこ通信 VOL.200

つ・ ぶ・ や・ き

発行 / はまようちえん
イラスト / はやしだすずか

今年前半は YouTube にはまり
日本史、ストレッチ、節約生活
動画を観て楽しんでました。中
でもはまったのが、ミニマリス
ト♡ここ数年大規模な断捨離を
してる我が家 ( あたしだけ ) で
すが、ミニマリストの考え方に
感銘を受けて、これやん♡♡っ
て思い、この夏大きめな車いっ
ぱいに必要じゃない物を持ち込
みゴミへ。これからは、絶対に
買う前に良く考えて必要な物だ
け買おう !! 当たり前なことな
んですが、、後 4 ヶ月で自分の
テリトリーだけでもミニマムに
暮らしたいなーと、思ってます

カレンダー・きのっこ通信・写真を

9 月のきのっこカレンダー
OPEN

ＭＯＮ

CLOSE

ＴＵＥ

9:15~14:00

☆お誕生日のおともだちのお祝い
9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。

5

☆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
いっしょにあそびます。

6

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。

ＷＥＤ

9:15~14:00

9:15~14:00

ＴＨＵ

ＦＲＩ

9:15~14:00

1

2

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

( はっちゃん）

ＳＡＴ

ＳＵＮ

CLOSE

CLOSE

3

4
ようちえんかぞく

給食始まり
8

入園募集説明会

9

ナーサリーかぞくの

10

11

OPENDAY

あそび体験♪

(*ˊ�ˋ)( あけみちゃん )

チケットの抽選にあたり、人生
で初めて、2 日連続で同じライ
ブに行きました。MC なし、声
援なしのライブでしたが、、彼
らのパフォーマンスは２日間と
も素晴らしく、その場にいたほ
とんどの人が２時間弱立ち続
け、ペンライトや拍手で、声援
を送りつづけていました。アー
ティストたちのファンに対する
思いが伝わってきて、とても幸
せな時間を過ごすことができま
した。2 日目の帰り、撤収する
ツアートラックを見ていたら、
１台のタクシーが目の前を通
過。なんと私の大好きなアーテ
ィストが乗っていました。数秒
の出来事でしたが、数メートル
の距離で目にすることができと
ってもラッキーでした。

9:15~14:00

令和5年度

きのっこに来て、

7

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

(0・1歳児）

子育てあのね

12

13

14

15

16

17

ナーサリーかぞくの

令和5年度
ナーサリー
かぞく（ルーム）
入園募集説明会

あそび体験♪(2歳児)

ちぎり絵あそび

19

20

21

18

22

23

敬老の日

24

25

秋分の日
ちぎり絵あそび

26

27

28

29

30

☆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
☆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。

各回1名ずつです。

