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色～イロイロ

中部学院大学子ども学部教授
子ども家庭支援センター長
林 陽子

桜の開花が早かったので、新境川堤はすでに葉桜の並木になっています。新緑と言ってもよいほどに鮮や
かで爽やかな景色です。この堤を吹きわたる風もまた、鮮やかで爽やかに輝いています。
「ねえ ねえ きょうのかぜって なにいろだとおもう？」と無邪気に訊いてきたのは４歳の男の子でし
た。風の色は何で決まるんだろう・・・と迷いつつ、
「ピンクかな？」と応えました。周りには桜の花びらが
雪のようにひらひらと舞い落ちていたので、とっさにそう応えていました。
けれども男の子は「チ！ガ！ウ！ きょうのかぜは イチゴいろ」と言いました。
「へえ～ そうなんだ。
苺いろなんだね。
」と感心していると、丁寧な説明がありました。
「あさごはんのときに イチゴを４つたべたんだ。 くちにも はなにも イチゴのいいにおいがいっぱ
いあるんだよ。かぜは ぼくのかおをとおると イチゴいろになるの。
」
そう、大人になると色は目で見ることが当たり前のように思うのですが、子どもには色は全身で見えてい
るのですね。
目の見えない写真家さんのことをテレビで拝見したことがあります。全く視力のない方がどのようにして
見事な写真を撮られるのか、最初は理解できませんでした。そしてお話をうかがううちに、徐々に分かって
きました。周りの人の目と感性と解釈をツールにして、今自分が撮りたい写真の構図や色あいや遠近をイメ
ージとして組み立て、最も良いカメラの位置とシャッタースピード、カラーバランスや最適なレンズなどを
選んでいかれるのです。そして、まさに「入魂のひと押し」で撮影される写真には生命が息づいていました。
人は色を目で見えるように見ていると思いがちですが、見る人の希望や期待、歴史や文化や価値観という
フィルターをくぐって、その人自身の色が作り出されるのではないでしょうか。もしかしたら、
「幸福観」も
大切なフィルターでは？
新しい年度が始まりました。4 月のラ・ルーラには何色の風が吹き抜けるのでしょうか？
子どものように、写真家のように、幸福な色の風を吹かせていただけることを願っています。

☆ 本年度のプログラム
１．親子の新たな出会いと相互交流を図ります。
◆親子が安心して集える場の提供
◆親子が楽しく遊んで過ごす場の提供
◆親子同士交流し会える場の提供
２．参加した親子のコミュニケーション能力を高め、親の育児意識を高め、
育児方法の多様化を図るとともに、子どもの生活経験と直接体験を豊かにします。
（１） 通常業務内における特別活動の設定
＊季節に応じたコーナー遊びの環境設定と保育
＊毎日 11 時頃 お話しの時間（絵本を中心とした読み聞かせ）
（２） 情報の提供
保育士が、その日の子どもの年齢・興味に応じ
＊ ラ・ルーラ通信の発行
た絵本を読みます。時には学生も読みます。
（３） 子育て実践プログラム
＊月 1 回 年 10 回
＊子育てに関する講演および演習
（４） 親子サロンの開設
＊ おはなし広場

今年度からの新しい試みです。毎日のお話の時
間の内容を拡充させた催しです。

毎月 1 回 0 歳～5 歳児

年齢別の各サロンの充実を目標に、子ども
たちの笑顔とお母さんの笑顔の応援もしま
す。どのサロンも毎回テーマを決めておしゃ
べりをし、子育て不安の解消へとつなげます。

＊ げんきサロン

毎月 1 回 ２～3 歳児と保護者対象
活動的な遊びを中心にした親子ふれあい遊びと交流

＊ にこにこ広場

毎月 1 回 １歳児と保護者対象
親子触れ合い遊びを中心とした活動と交流

＊ みんなで遊ぼ！

毎月 1 回 ３～5 歳児対象
学生企画による遊び広場

＊ 赤ちゃんサロン

毎月 1 回 0 歳児と母親対象：触れ合い遊びと交流

＊ 誕生会

毎月 1 回 誕生月の子どもたちを祝う

みんなで誕生日の歌を歌って祝います。
今年も手作りのバースディカードも用意しています。

0 歳の赤ちゃんだけの、小さな
赤ちゃんも安心して遊べるスペー
スでのサロンです。乳児用のおも
ちゃを作りながら交流し、この頃
人気のサロンです。

（５） お母さんのリフレッシュタイム
＊ 毎月 1 回
母親のための趣味の講座
今年も更に内容充実を図り催します。
お子さんと一緒に過ごしながらリフレッ
シュできる技を獲得しましょう。

（６）多世代交流
＊ 地域の中高生および高齢者との交流

季節の催しを通して、地域の方々と交流を深めます。

（７）行事の実施
運動会・七夕(笹飾り)・夏祭り・祖父母への手紙・お店屋さんごっこ・
クリスマス会・節分(まめまき)・入園を祝う会
等
今年もご家族みんなで楽しめる活動を企画し
学生と一緒に内容を楽しいものにしていきます。

今年の試み
おはなし広場 ＆ コーナー遊び
昨年度までの「子育
てサロン」を今年から「おはなし広場」に変更し、様々なシアタ
ー遊びを楽しみます。絵本を中心にエプロンシアター・パネルシ
アター・ペープサートなど様々なツールでの世界を楽しみます。
また、毎日のおはなしの時間の後に折り紙や制作遊びをしてい
ます。今月は「こいぼり作り」です。おしゃべりを楽しみなが
ら一緒に作りませんか？
４月の制作は古封筒を利用した
こいのぼり作り

誕生会
毎月最終金曜日に、その月の誕生日のお子さんをみん
なでお祝いしている誕生会。今年も誕生カードは保育士の手作り。写真
を添えてプレゼントします。また今年の誕生カードは前もってご家族の
方々からのメッセージや手形などを準備し、当日を迎えたいと思ってい
ます。誕生日(会)をワクワクした気持ちで待ちましょう。
そして、誕生月のママも一緒にお祝いします。子どもと一緒に歌も歌
ってお祝いしようと考えています。いくつになっても「誕生日」は何だ
か嬉しいものですね。一緒にお祝いしませんか？

ランチタイムコンサート by 吹奏楽部
毎月第二火曜日と最終火曜日の２回のコンサート。
「今度から
は火曜日に予定が入り参加できなくなり残念です。
」というお声
から、学生が金曜日にも予定を入れてくれました。
童謡・アニメソング・クラッシクなど
曲目も様々です。
今年もどうぞお楽しください。

パペット（ぬいぐるみ）の寄贈
社会福祉学科の仲村正巳前教授から、パペットの寄贈がありま
した。ラ・ルーラにあるパペットと同じ「フォークマニスパペッ
ト」の仲間たちです。モンキー・シロフクロウ・アライグマ・イ
ルカ・アザラシなどの可愛らしいパペットが仲間入りしました。
このパペットは、単純なグローブタイプのものではなく、体に
詰め物が詰めてあり前脚や後ろ脚もある全身タイプで、パペット
としてだけではなく、ぬいぐるみとしても遊べます。また動物た
ちの特徴を生かしたリアルなデザインも人気の理由になっていま
す。
話しかけたり抱きしめたり一度手にとって触れてみてくださ
い。子どもだけでなく大人もその優しさに癒されます。この頃の
人気は肌触りが心地よいアザラシと、頭が360度まわって翼も羽
ばたかせることのできるシロフクロウです。思わず顔がほころび
ますよ。

＜ラ・ルーラ開設日＞火・水・木・金・土曜日

（時間 10:00～16:00）

催しがあるときも ラ・ルーラ内で自由に遊べます。

５ 月の予定
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おはなし広場
11:00～12:00
14 12:50～
ランチタイム
コンサート
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2

金
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4

休み

休み

9
11:00～ 10
お母さんのための
リフレッシュ講座

8

土

11
みんなで遊ぼ！
11:00～12:00

15
16
げんきサロン
11:00～12:00

17 11:00～ 18
移動図書館
(読み聞かせ)

22
23
にこにこ広場 子育て実践
11:00～12:00 プログラム

24 12:50～ 25
ランチタイム
コンサート

28 12:50～ 29
ランチタイム
コンサート

30
31
赤ちゃんサロン ５月の誕生会
11:00～12:00 11:00～11:30

＊毎日 11 時頃にお話しの時間があります。
＊各サロン・子育て実践プログラム等、ラ・ルーラ利用料(保険料)にてご利用いただけます。
尚、各行事は定員 15～20 組、準備のため事前参加申込みが必要です。
電話：０５８－３７５－３６０５ ＦＡＸ：０５８－３７５－３６０９

５月の行事 各サロンの内容紹介
７日 おはなし広場

絵本・エプロンシアター・ペープサート・パネルシアターなど
様々なお話の世界を楽しみます。

９日 お母さんのためのリフレッシュ講座
11 日 みんなで遊ぼ！
15 日 げんきサロン

学生企画の遊びの広場です。
（２～３歳児対象）

17 日 移動図書館 ・読み聞かせ
22 日 にこにこ広場

スクラップブッキング

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

（１歳児対象）

23 日 子育て実践プログラム

親子ふれあい遊び

戸外あそび「ママと一緒に みぃ～つけた！」 （仮称）
子ども家庭支援センター「ラ・ルーラ」金田 環

30 日 赤ちゃんサロン （０歳児対象）
31 日 誕生会

ボール遊び と 新聞紙スティック

親子ふれあい遊び ＆ 交流

５月生まれのお友達を みんなで祝います。

14・24・28 日 ランチタイムコンサート

吹奏楽部員による ミニコンサート

