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秋涼とは名ばかりの蒸し暑さや雨や曇りの毎日が続いていますね。爽やかな晴れの日が待ち遠しい毎日です。こ
ども園では、運動会に向けて取組が見られます。今年の運動会は、１０月８日（土）です。雨が多く戸外での練習が
できない日が続いていますが、遊戯室で練習をしたり、大学のアリーナでも練習したりしています。
今年の運動会のテーマは「就実オリンピック～めざせ！金メダル～」として、学年ごとに子どもたちのオリンピッ
クを楽しみ、笑顔が一杯になる演技・競技に取り組みます。それぞれの学年が思考をこらした内容です。いろいろな
準備が進み、子どもたちの気持ちが少しずつ高まってきています。
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」に来られ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。
運動会当日は、ご家族とご来賓をお招きし、１５４人の子どもたちが元気一杯に演技・競技に取り組みます。園庭に
元気一杯の子どもたちの声と保護者・ご来賓の皆さん方の声援が聞かれることと思います。
園長

親子ふれあいタイム : H28 年 10 月の予定

4日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

5 日 子育て相談
13～15 時受付

6日

12 日 子育て相談
13～15 時受付

13 日

0 歳～11 ヶ月（予約 9/26）
11 日

毎週火曜日・木曜日開催

親子ふれあいタイム

18 日親子ふれあいタイム

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

親子ふれあいタイム
予約は 9 月 28 日（木）

19 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～就園前まで（予約 10/10）

20 日

ださい。
◆2 階で受付をし、親子で名札をつけ

親子ふれあいタイム

予約は 10 月 5 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 10/3）

谷 良江

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

親子ふれあいタイム

いいたします。

予約は 10 月 12 日（水）

◆月の第 1 週（火曜日）・・1 歳児

26 日 子育て相談
13～15 時受付

第 2 週（火曜日）・・2 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 3 週（火曜日）
・・0 歳児となります。
園長
古川 惠子

・『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

10 時～12 時 定員は 20 組程度です。

了とさせていただきますのでご了承ください。

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 月の親子ふれあいタイムで

13 時～15 時に受け付けます

10 月になると、いよいよ秋本番とい

は、私たちのまわりのメディア

（その他の時間は留守番電話）

った雰囲気になり、とても過ごしやす

が、子どもたちにどのような影

発達や健康、しつけや情緒面な

い時期です。今月のわらべうたは、
『バ

響を与えているのかを一緒に考

ど、子育ての悩みについて、大

ッタンバッタン』『ユスリャユスリャ』

えてみませんか。

学教員などのスタッフが無料で

です。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」

相談に応じます。
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ほのぼのコラム
田中

『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。

誠（幼児教育学科教授、障害児保育）
弘田龍太郎
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～ ふるさとの風景 ～

弘田龍太郎の（鯉のぼり・雨・靴が鳴る・浜千鳥・叱られて・雀の学校・春よ来い、等々）の曲を小学校低
学年の頃に教わり歌い始め、また、家庭ではいつも母が歌っていたことが記憶として残っています。それが、
弘田龍太郎（以下、龍太郎）との出会いでありました。やがて青年期を迎えた頃、谷中（東京上野）にありま
す全生庵へ幕臣山岡鐵舟居士の墓参に参じた時のことでした。先輩から「鐵舟居士の側に弘田龍太郎の墓碑が
建立されている」と、教えられました。この時が二度目の出会いであり、あらためて吾が郷土の出身者であっ
たと再認識したことであります。
龍太郎は明治 25 年(1892 年)、父・弘田正郎、母・総野(房)の子として安藝郡土居村西木戸(現在の安芸市土
居)に生まれました。父・正郎は千葉師範学校付属小学校長、旧制三重県立第一中学校長を歴任した教育者で
ありました。また、明治初期に高知県議会議長を務めています。母・総野(房)は一絃琴の名手で、龍太郎の音
楽的才能は母譲りともいわれています。３歳の時に高知を離れ、千葉師範学校付属小学校（現千葉大学教育学
部附属小学校）～三重県立第一中学校（現三重県立津高等学校）を卒業し、同 43 年に東京音楽学校（現東京
藝術大学）器学部ピアノ科に入学。在学中に歌曲｢昼｣を作曲。大正３年卒業と同時に母校の助手を勤めていま
したが、同６年に作曲部が新設されるや同校に再入学しました。修了後は、同校講師、助教授となりました。
本格的な作曲活動は、同６年頃から始まります。宮城道雄を中心とした新日本音楽運動に参加。琴・三味線を
主体とした当時の舞踊界に洋風の伴奏を取り入れました。
その後、北原白秋を中心とした童謡運動｢赤い鳥運動｣にも参加。島崎藤村の連作「小諸なる古城のほり」な
ど名曲を次々と発表し、童謡・歌手作家としての地位を確立しました。晩年は幼児教育に携わり、放送や講習
会、リズム遊びの指導にあたりました。
現在は龍太郎の歌碑が安芸市内各地に１０基建立されています。下の写真は、そのうちの一つ「雨」。

※歌碑の書は、国民に勇気と希望を与えた映画「典子は、
今」の主人公、辻（旧姓）典子さんによるものです（高知
県安芸市赤野に建つ）
。
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◆就実こども園の運動会に参加しませんか。

子育て講座のお知らせ
10 月の講座は、小さいお子さんのお母さん方に、是非聞い
ていただきたい『感染経路と予防法』のお話です。
★10 月 13 日（木）・・・「感染症・予防接種」について
※予約受付は 10 月 5 日（水）～
時間 10：00～
定員 １５名
場所 子育て支援室（２階）
講師 就実大学薬学部教授 塩田澄子先生
※塩田先生にお聞きになりたいことがあれば、予約のメー
ルと一緒にお送りください。
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10 月 8 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。
メールにて予約をお願いいたします。
対象年齢： 2 歳～2 歳 11 ヶ月
集合場所： 10 時 30 分に入場門付近集合
予 約 日： 10 月 1 日（木）～
競技内容 保護者の方が、お子さんと一緒に走っていた
だきます。運動靴等でご参加ください。
※運動会当日は駐車場のご利用ができませんので
ご了承ください。また、雨天の時は、就実大学アリーナで
行います。アリーナの場所等について、ご不明な点は、
松本までご連絡ください。

就実の森で遊びましょう！
10 月 15 日（土）に『パパといっしょ』の企画を就実の森でします。おじいちゃん・おばあちゃん、ご家族
の皆様でご参加ください。お子さんの年齢によりますが、バンブーハウスで遊んだり、どんぐりゴマを作っ
て遊んだりしたいと思っています。また、森の散策はいかがでしょうか。お待ちしています。
ご案内のプリントをホームページに掲載しております。どうぞごらんください。なお、当日の事や場所等、ご
不明な点は、子育て支援担当の松本まで連絡ください。なお、飲料水等は各自でご用意ください。当日の緊急
連絡についてもプリントに掲載しておりますのでご覧おきください。
※10 月 3 日（月）よりメールで予約を受け付けます。
※雨天中止（前日の天候によっても中止となります）

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 10 日（木）に「家族の健康について」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、
『冬のスキンケアーについて』のお話を考えています。11 月第 1 週の予約
日は下記の通りです。
11 月 1 日（火）
・・・０歳児～１１ヶ月＜予約 10 月 24 日（月）＞
11 月 10 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 11 月 2 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 駐車場の利用が有・無を入力ください。
※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

