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とても寒い日が続いていますが、日差しの中に少し春が近づいているように思います。２月３日は、節分です。節
分とは、
「季節の分かれ目」という意味です。
二十四節気の「立春」
「立夏」
「立秋」
「立冬」の前の日のことで、本当は、年４回あるものでしたが、今ではほとん
ど立春の前の日だけをさすようになったそうです。２月４日が立春となります。春の始まりのようでなんだかうれし
いですね。園庭の枯れ葉の下から小さい草の芽が…！自然は春の準備をもう着々としているんですね。
就実こども園では、節分に子どもたちが、おにのお面を作って豆まきをします。
「おにはそと、ふくはうち」と元気
よく豆をなげて邪気を追いはらうと言う「いわれ」です。追いはらいたい鬼は？「さむがりおに！」
「おねぼうおに！」
「すききらいおに！」
「なきむしおに！」かなぁ。みなさんのお家でも豆まきをしてみてはどうでしょうか。
今年度、
「親子ふれあいタイム」への参加ありがとうございました。来年度も参加をよろしくお願いいたします。
園 長

親子ふれあいタイム : H28 年 2 月の予定

2日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

3 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 1/25）
9日

親子ふれあいタイム

10 日 子育て相談
13～15 時受付
17 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～2 歳 11 か月（予約 2/8）
お休み

良江

午前 10～12 時（原則として週１回の参加）

木曜日（異年齢）

◆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

4 日 子育て講座

ださい。

予約は 1 月 27 日（水）
18 日

子育て講座

25 日

親子ふれあいタイム

予約は 2 月 10 日（水）
24 日 子育て相談
13～15 時受付

◆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 2 月 3 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 2/1）
16 日親子ふれあいタイム

毎週火曜日・木曜日開催

谷

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

園長 古川 惠子
い。貴重品は身につけるようにお願
いいたします。

お休み

◆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。

2 月の予定は、
『人と自然にむか

13 時～15 時に受け付けます

2 月のわらべうたは、
『ゆきはいっしょ

う』子育てって・・・？一緒に

（その他の時間は留守番電話）

う』
『ちっちゃいまめ』です。

考えてみませんか。

発達や健康、しつけや情緒面な

※駐車場に限りがありますので

※駐車場に限りがありますので

ど、子育ての悩みについて、大

駐車場のご利用の方は予約のメールに

駐車場のご利用の方は予約のメ

学教員などのスタッフが無料で

ご記入ください。

ールにご記入ください。

相談に応じます。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」
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ほのぼのコラム
下山真衣（教育心理学科講師・障害児者心理学）
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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。

お正月のことですが、スターウォーズのエピソード７を家族で見に行きました。小１、小３の子どもも一
緒で、136 分の長丁場を飽きずに見られるのか心配しましたが、全く平気で、むしろ夢中になって見ていま
した。思い起こせば、私も小学生の低学年でエピソード４〜6 を夢中で見た思い出がありますから、時代を
超えて面白い作品なのでしょうね。
さて、スターウォーズは親子の確執や葛藤がテーマの一つにありますが、それは７でも健在です。若い頃
にカッコよく自由に冒険をしていたハン・ソロやレイア姫が子育てで悩み苦しみながらも生きている姿に、
往年のファンは驚いたのではないでしょうか。ルークに至っては次世代育成に失敗し、出奔中という状況。
しかし、それでもいつの時代も希望があるもので、レイという次世代の子どもたちが活躍し、助けてくれる
のです。私も子育てや仕事で大変だったりする中で、やはり子どもや若い人たちの存在が自分の元気や勇気
に繋がっている気がします。映画の途中でふと横を見ると、一緒に見ていた母が静かに泣いていました。こ
の映画のファンだった亡き父のことを思い出していたのかもしれません。そんな母の姿を見ながら、私も父
の希望になっていたかな、そうだったらとても嬉しいなとしんみり考えたりしました。

子育て講座のお知らせ

親子ふれあいタイムについて

『人と自然にむかう』子育てが、なぜ今必要なのでしょうか。

平成 27 年度の「親子ふれあいタイム」は、３月

井上先生と一緒に遠野のわらべ唄に触れながら答えを探

４月をお休みさせていただきます。今年度もたく

してみませんか。

さんの方に参加していただき、ありがとうござい
ました。平成 28 年度も皆様がホッとできる居場

★2 月 18 日（木）
・・・
「わらべうたで子育て」
※予約受付は 2 月 3 日（水）～

所つくりを目指して頑張って行きたいと思って
います。職員一同、皆様のご参加をお待ちしてい

時間

10：00～

定員

１５名程度

ます。詳細については、就実こども園ホームペー

場所

子育て支援室（２階）

ジの『子育て支援』をご覧ください。

講師

井上 美鈴 先生

一年間、ありがとうございました。

親子ふれあいタイム 5 月のお知らせ
☆5 月の『ふれあい通信』は、平成 28 年 4 月末に就実こども園のホームページの中の子育て支援でお知らせします。
☆5 月の『親子ふれあいタイム』5 月第 1 週の予約日は下記の通りです。
5 月 10 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 4 月 25 日（月）＞
5 月 12 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 4 月 27 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 松本

