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すっかり秋らしくなり園庭にトンボが飛んでいます。就実こども園では、運動会に向けて練習が始まりました。今
年の運動会は、１０月７日（土）です。秋空の下でしっかり体を動かして体操やかけっこ・リレー･表現などの練習
を楽しんでいる姿が見られます。今年の運動会は「ちからあわせて しゅっぱつしんこう」を全体のタイトルとしま
す。学年ごとに子どもたちが笑顔一杯になる演技・競技に取り組みます。かわいい小道具や大道具がだんだんと増え
ていき、運動会に向けて子どもたちの気持ちが少しずつ高まってきています。詳しい内容は、まだお知らせできませ
んが、小さいお友達が大好きな乗り物がたくさんでます。
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。詳しいことは、ホームページを見てください。
運動会当日は、ご家族とご来賓をお招きし、１５２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 谷 良江
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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。

上野動物園のパンダの赤ちゃんの名前、シャンシャン（香香）に決まりましたね。なんと、32 万件を超える
応募があったとか！今か今かと、発表を待っていた方も多かったことと思います。名前が決まると、なんだか
それらしい個性を持つように見えてくるので不思議です。パンダでもこれだけ盛り上がるのですから、新たに
ご家族を迎えられるご家庭では、長い時間をかけて、深い思いを込めた名前を選んでおられるのではないでし
ょうか。
名付けには、大勢の中の一人というのでなく、かけがえのない個として子どもを尊重するという意味がある
ように思います。優しい人に育ってほしい、大らかで明るい子に、凜々しくたくましく･･･等々。子どもは、
こうした家族の願いを一身に受けながらも、やがてそれらを大きくはみ出して、新しい世代として成長してい
きます。「想定外」のあれこれもまた、その子なりの育ちの姿として、ワクワクしながら見守っていけたら素
敵ですね。

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 19 日（木）・・・「感染症・予防接種」について
※予約受付は 10 月 4 日（水）～
時間 11：00～11：50
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。

◆就実こども園の運動会に参加しませんか。
10 月 7 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～就園前
集合場所： 9 時 20 分に入場門付近集合
予 約 日： 10 月 2 日（月）～
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。

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 16 日（木）に「ベビーマッサージ」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、
『絵本の選び方について』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 7 日（火）
・・・０歳児～１１ヶ月＜予約 10 月 30 日（月）＞
11 月 9 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 11 月 1 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

