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就実こども園の園庭では、音楽に合わせて踊ったり、子どもたちや先生たちの声援の中、４歳児や５歳児がトラックを
半周したり一周したり等、秋空の下でしっかり体を動かして楽しんでいる姿が見られます。今年は就実学園創立１１０周
年記念の年であり、本園の運動会もテーマを「～就実祭

笑顔がいっぱい～ 創立 110 周年記念運動会」として、
「うらじ

ゃ音頭」の総踊りを組み込み、みんなで踊ってお祝いをします。また各学年でお祭りを意識したさまざまな演技を考案し
ているようです。職員室では、保育者が子どもたちの身に付ける色とりどりのかわいい小道具を作ったり、幼稚園部保育
室には子どもと一緒に作り進めている大道具が増えてきたりして、運動会に向けて子ども達の気持ちも少しずつ高まって
来ているようです。
就実こども園も創設３年目、完成年度でもあり０歳児から５歳児までの１５０名近い園児とそのお家の人たちが集う運
動会は、園庭いっぱいの人でにぎやかな声援が聞かれることでしょう。この運動会には、就園前幼児の演技もありますの
で、「親子ふれあいタイム」に出席しているお子さんも参加してくださいね。おみやげもご用意していますよ。

園長

親子ふれあいタイム : H26 年 10 月の予定

毎週火曜日・木曜日開催

古川惠子

午前 10～12 時（原則として週１回の参

加）

7日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

1 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 9/29）
14 日

親子ふれあいタイム

8 日 子育て相談
13～15 時受付
15 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～2 歳 11 か月（予約 10/13）
28 日親子ふれあいタイム

◆園庭で自由に遊べます。
◆靴は子育て支援の靴箱にお入れく

2日

親子ふれあいタイム
予約は 9 月 24 日（水）

9日

子育て講座

16 日

親子ふれあいタイム

予約は 10 月 8 日（水）
22 日 子育て相談
13～15 時受付

23 日

親子ふれあいタイム

予約は 10 月 15 日（水）

0 歳～11 か月（予約 10/20）

ださい。
◆1 階で保護者用名札を付けてくださ
い。2 階で受付をし、親子で名札を

予約は 10 月 1 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 10/6）
21 日親子ふれあいタイム

木曜日（異年齢）

つけてから遊んでください。
◆荷物は荷物置き場に置いてくださ
い。貴重品は身につけるようにお願

園長

古川 惠子

いいたします。

◆月の第 1 週（火曜日）・・0 歳児

・火曜日・木曜日は支援室で好きなあそびを見つけて過ごします。

第 2 週（火曜日）・・1 歳児

・『子育て講座』の参加予約は、『子育て講座』と入力してください。定員になりしだい終

第 3 週（火曜日）
・・2 歳児となります。

了とさせていただきますのでご了承ください。

10 時～12 時 定員は 20 組程度です。

水曜日の

木曜日の

「子育て相談」

「親子ふれあいタイム」

※毎週予約が必要です。
さか

原則として毎週水曜日

※毎週予約が必要です。

10 月の遊びの予定は、秋の自然

13 時～15 時に受け付けます

10 月のわらべうたは、
『ユスリャユス

物を使っての遊びを計画してい

（その他の時間は留守番電話）

リャ』『バッタンバッタン 』です。

ます。

発達や健康、しつけや情緒面な

10 月は行楽の季節です。ふれあいタ

ど、子育ての悩みについて、大

イムに参加の方とご一緒に岡山後楽園

学教員などのスタッフが無料で

に行きたいと思っています。

相談に応じます。

定員 20 組の予定です。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」
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ほのぼのコラム
高橋

文博（初等教育学科・現代と価値観の諸相、倫理学担当）
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『ほのぼのコラム』は、就実大学初等教育学科・教
育心理学科と就実短期大学幼児教育学科の先生方
に、それぞれの専門性をふまえて、
「子ども」
「教育・
保育」等をキーワードにした内容で自由に執筆して
いただくコラムです。

日々の成長
今月（九月）半ばのことです。保育実習の巡回指導で、ある保育園を訪ね、一、二歳児十人ほどの輪に入れても
らい、約一時間半ほどを過ごしました。粘土いじり、そして、昼食の様子を見せてもらったり、片言の会話をし
たり、とても楽しい時間でした。
保育士さんが、ある一歳児について、
「この子はつい先日にはまだよく噛むことができなかったのですが、今
はこんなに上手に噛むことが出来るようになりました」とおっしゃいました。
こどもは日々成長していることを改めて実感し、わたくしの第一子が生まれた時のことを思い出しました。大
先輩から、
「子どもの顔は日々変化するから、毎日写真を撮っておくとよい。」といわれたのです。折角のアドバ
イスですから、毎日とはいきませんでしたが、かなり熱心に写真を撮ったものです。写真の中のこどもは、半月、
一か月でかなり変わっていきました。
幼いこどもの成長と変貌を記録するために、毎日の写真撮影をすることはいかがでしょうか。

子育て講座のお知らせ

◆就実こども園の運動会に参加しませんか。

10 月の講座は、参加者の方からの要望が多い「ベビーマッ

10 月 11 日（土）に就実こども園の運動会をし
ます。2 歳児さん対象に保護者の方と一緒に参加
していただきます。HP にて予約をお願いいたし
ます。
対象年齢 2 歳～2 歳 11 ヶ月
時
間 玄関通路沿いのウッドデッキ近く
集合場所 10 時 30 分
予 約 日 10 月 3 日（金）

ツサージ」です。お子さんだけでなくお母さんも一緒にリラッ
クスできる時間です。
★10 月 9 日（木）・・・「ベビーマッサージ」
※予約受付は 10 月 1 日（水）～
時間 10：00～
定員 １５名 ※バスタオルをご持参ください。
場所 子育て支援室（２階）
講師 小林 智子先生

◆岡山後楽園に行きませんか
10 月 16 日（木）に現地集合で後楽園の散策を
予定しています。参加していただける方は 8 日
に予約をお願いいたします。詳細は参加していた
だける方にメールでお知らせをいたします。
ご不明な点は松村・松本までご連絡ください。

親子ふれあいタイム 11 月のお知らせ
☆11 月の『子育て講座』は、11 月 13 日（木）に『親子体操』11 月 20 日（木）に「感染症・予防接種について」
を予定しています。詳細は 11 月の『ふれあい通信』でお知らせします。
☆11 月の『親子ふれあいタイム』では、身近にある新聞紙を使って遊ぼうと思っています。11 月第 1 週の予約日
は下記の通りです。
11 月 4 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 10 月 27 日（月）＞
11 月 6 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 10 月 29 日（水）＞

親子ふれあいタイムの予約について
就実こども園のＨＰよりＱＲコードから予約をしていただく。また、fureai2525@shujitsu.ac.jp
と入力していただき、パソコンや携帯から予約をお願いします。予約受付は 、予約日の 13 時からです。
「親子ふれあいタイム」火曜日希望、木曜日希望 「子育て講座」希望と予約をされたい日時と曜日
お母さんとお子さんの名前 お子さんの生年月日 電話番号 を入力ください。
※受け付けたメールは当日の 2 日前までに必ず返信いたします。PC からの通信拒否を設定されている方は返信で
きませんので、返信のない場合は、電話連絡をお願いいたします。
TEL (086)206-2120 担当 松村・松本

