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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。そして、次の日（２月４日）が「立
春」となります。日差しの中に少し春が近づいているように思います。春の始まりのようでなんだかうれしい
ですね。園庭の木々に小さな芽が膨らみ、チューリップの芽も土から少しずつ出てきています。自然は春の準
備をもう着々としているんですね。
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。今年もいろいろな鬼が出来ました。豆まきは「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？
と尋ねると、
「ぐずぐずおに！」
「わがままおに！」
「なきむしおに！」などなどでした。みなさんのお家でも昔
から伝わる豆まきをしてみてはどうでしょう。どんな鬼が出て行ってくれるでしょうか。
今年度、
「親子ふれあいタイム」にご参加いただきありがとうございました。来年度もよろしくお願いいたし
ます。
園 長

親子ふれあいタイム : H29 年 2 月の予定

火曜日(同年齢)

お休み

7日

親子ふれあいタイム

水曜日（子育て相談）
1 日 子育て相談
13～15 時受付
8 日 子育て相談
13～15 時受付

親子ふれあいタイム

木曜日（異年齢）
親子ふれいタイム

ださい。

予約は 1 月 25 日（水）
9日

子育て講座

◆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

お休み

1 歳～1 歳 11 か月（予約 2/6）
）
21 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

15 日 子育て相談
13～15 時受付

い。貴重品は身につけるようにお願

園長

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 2 月 15 日（水）

2 歳～就園前まで（予約 2/13）

良江

午前 10～12 時（原則として週１回の参加）

予約は 2 月 1 日（水）

0 歳～11 ヶ月（予約 1/30）
14 日

毎週火曜日・木曜日開催

谷

古川 惠子

いいたします。

◆月の第 2 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 3 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 4 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、『子どもの躾っ

13 時～15 時に受け付けます

2 月のわらべうたは、
『ネズミネズミ』

て・・・？』と悩んでいません

（その他の時間は留守番電話）

『ゆきはいっしょ』です。

か。一緒に考えましょう。

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
石原みちる（教育心理学科・教授、発達心理学・臨床心理学）
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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。

寒い季節、小さなお子様のおられるご家庭は、寒い時ならではのご苦労があることと思います。治ったと
思えばまた風邪をひくとか、寒い中公園に行ったのに誰もいなくてシュンとしたりとか。ですが、寒い季節
ならでは経験ができる時でもありますね。
学校に入るまでのこの時期、五感を使った様々な経験は、生きていく上での糧になるものです。冷たい風
も、氷や雪の感触も、お友達との取り合いっこも。
私が専門にしている心理臨床には、砂の入った箱に自分の思い通りにおもちゃ置いていく箱庭療法という
技法があります。その砂がサラサラでとても気持ちよくて、大人も子どもも、砂を触っているだけで心が落
ち着き、ふっと楽になることが少なくありません。そうした一見意味のない感覚の世界に戻ることが、大人
になっても、自分を取り戻す力を与えてくれるのです。言葉になる前の、色々な感覚が合わさった身体丸ご
との体験は、大人になってもその人の中で、新しいものを生み出す土台となるようです。しっかりした土台
を、子ども時代に楽しみながら作っていけるといいですね。

子育て講座のお知らせ
★2 月９日（木）
・・・
「広場助産師として～大切に思う事」
※予約受付は ２月１日（水）～
時間 10：00～
定員 １５名
場所 子育て支援室（２階）
講師 伊藤 家生先生（助産師）

パパといっしょのお知らせ

親子ふれあいタイムについて
平成 28 年度の「親子ふれあいタイム」には、た
くさんの方が参加していただき、ありがとうござ
いました。3 月・4 月はお休みをさせていただき
ますが、平成 29 年度も皆様がホッとできる居場
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

★２月１８日（土）
・・・
「探そう！まわりの人をその気に
させる魔法の言葉」
※随時予約受け付けます
時間 10：00～
定員 10 名
場所 子育て支援室（2 階）

ます。詳細については、就実こども園ホームペー
ジの『子育て支援』をご覧ください。
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 29 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 9 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 4 月 24 日（月）＞
5 月 11 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 4 月 26 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

