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イオンモール・イベントホールでの「就実サマーフェスティバル」への参加が 7 月になって急きょ決まりましたが、こ
ども園ではすぐに準備を始め、８月２２日（土）の開催に向けて、歌や楽器遊び、大学生とのコラボ等々に取り組みまし
た。年長児・年中児は、練習を見て応援してくれた年少児・保育園児たちの励ましもあって、ぐんぐん上手になっていき
ました。就実サマーフェスティバルを通して子どもたちは、いろいろな人と出会いやかかわりができました。竹楽器の合
奏では、就実の森の竹を用いたいろいろな手作り楽器の音色に触れ、感動体験ができました。就実サマーフェスティバル
当日、たくさんの保護者のみなさんやお客様の前で一生懸命に、また楽しく歌や合奏など発表できたことは、自信につな
がりよい思い出になったと思います。いろいろな方々から、
「頑張ったね」
「かわいかった」などとよい評価をいただきま
した。子育て支援ブースも好評でした。子どもだけでなく教職員が一つになって取り組んだ努力が認めらたようで、とて
も嬉しかったです。
２学期がスタートしました。運動会や遠足、発表会など楽しい行事が一杯の２学期。子どもたちの成長がとっても楽し
みです。
園長

親子ふれあいタイム : H27 年 9 月の予定

8日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

2 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 8/31）
15 日

親子ふれあいタイム

9 日 子育て相談
13～15 時受付
16 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～2 歳 11 か月（予約 9/21）
お休み

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

3日

親子ふれあいタイム
予約は 8 月 26 日（水）

10 日

親子ふれあいタイム

24 日

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
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

17 日 子育て講座
予約は 9 月 9 日（水）

30 日 子育て相談
13～15 時受付

良江

午前 10～12 時（原則として週１回の参加）

予約は 9 月 2 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 9/7）
29 日親子ふれあいタイム

毎週火曜日・木曜日開催

谷

親子ふれあいタイム

予約は 9 月 16 日（水）

い。貴重品は身につけるようにお願
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。

9 月の親子ふれあいタイムは、

13 時～15 時に受け付けます

9 月のわらべうたは、『うさぎの餅つ

子どもを取り巻くメディアの環

（その他の時間は留守番電話）

き』『おつきさま

境をとりあげていきたいと思っ

発達や健康、しつけや情緒面な

9 月には中秋の名月が見られる季節で

て いま す。 電磁 波・ マイ クロ

ど、子育ての悩みについて、大

す。お月様にちなんだ“わらべうた”

波・・・子どもたちにどんな影

学教員などのスタッフが無料で

を親子で楽しんでいただきたいと思っ

響があるのかな？

相談に応じます。

ています。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」

えらいの 』です。
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ほのぼのコラム
柴川敏之（幼児教育学科・教授、図画工作）
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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。

皆さんは子どもと美術館に行ったことがありますか？ きっと子どもが騒いで迷惑
をかけるので敬遠されている方も多いことでしょう。しかし今、美術館ではベビーカ
ーでの鑑賞を支援する企画や、幼児から大人までが楽しめる企画が全国で行われてい
ます。いわゆる美術・博物館での教育普及活動と呼ばれる企画展やイベントです。私
もアーティストとして全国の美術館で展覧会やワークショップをしています。先駆け
となったのは、岡山が誇る大原美術館。ここでは、約 20 年前から、幼児の鑑賞を支援
しています。また、約 10 年前から、毎年８月の第３週頃の土・日曜日に「チルドレン
ズ・アート・ミュージアム」という様々なアート体験等が楽しめるイベントを行って
います。皆さんの近くの美術館のホームページ等で情報を集め、ぜひ出かけてみてく
ださい。日常では味わえないアートな体験は、子どもたちの心の中に小さな創造の種

大原美術館でのワークショップの様子

を蒔き、いずれ大きな何かに変化して人生を豊かにしてくれることでしょう。

子育て講座のお知らせ

9 月の親子ふれあいタイムについて

ベビーマッサージは、お母さんが赤ちゃんとふれあい、生命の

猛暑日の続いた８月、皆様いかがお過ごしでし

尊さを実感することができる『心のコミュニケーション』です。

たか。親子ふれあいタイムにお越しくださった

小林先生の楽しいトークの『ベビーマッサージ』に参加してみ
ませんか。お待ちしています。
★9 月１7 日（木）
・・・
「ベビーマッサージ」

時に、夏の楽しい思い出話を聞かせてくださ
い。お待ちしています。
さて、９月の親子ふれあいタイムでは、
「メデ

※予約受付は 9 月 9 日（水）～
時間 10：00～

ィアと脳」について、隅田先生のお話をお聞き

定員 １５名程度 ※バスタオルをご持参ください。

したいと思っています。私たちの生活に欠かせ

場所 子育て支援室（２階）

ないパソコン・テレビ等、情報あふれる生活の

講師 小林 智子先生

中での弊害について一緒に考えてみませんか。

親子ふれあいタイム 10 月のお知らせ
☆10 月の『子育て講座』は、就実大学・教授石山先生の『子どもの発達』を予定しています。詳細は 10 月の『ふ
れあい通信』でお知らせします。
☆10 月の『親子ふれあいタイム』では、
『おもちゃと遊び』についてのお話をしたいと思っています。10 月第 1 週
の予約日は下記の通りです。
10 月 6 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 9 月 28 日（月）＞
10 月 1 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 9 月 30 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にちと曜日
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

