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生置寺.秋φ遠足.生置山の411葉
もあてや力Jこ、わたし逹を迎えてくれました。小林副
生置のお露・
、中 定巳さん指導のストンアート体験そして
住職のお田.■島裕短子の・
お世露いたただもヽ
事業係りの皆さんに、感樹 し、心地よい薇れを残しつつ、無専 下山。
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●午前 (10時‐12時)
07シ スタント朝の検拶 .今日の予定
② 遊びの0理 学く定番ゲーム>の 体験
★7月 2日 に続く遊びの心理学パート2です
☆子どもたちが、もちるん大人も集するイベントに
使えます。
★ひょっとしたら、過去に散峡されたクイズ番IEに
似たものがあるかも。
●午後 (1"‑2時 )
①第6口現場体験学雪―地城イベント●具体IL
★11月 28日 枚方と12月 2日のミニロボット

☆秋の地域イベント●発表
☆司会 進行 書口先生
●午後 (2時‐3時 )
0ク ラスミーテイング
文{ヒ
祭に関する分科会からの報告 連絡

竹之内さん僣諄●沐操 11/12
=置 寺
4ヽ
林副住職 11/12

中島裕規子さん 11/12

クラスの実議農示について ¨テーマグルーフの,議 月1と中間報告.
各班から、学習発表会のテーマを発表していたな ます。

③その他
次邁 (11/26)は 、教姜凛座③丼藤先生(愛知)0ハ ングル講座で、午後にも機きます。
クラスミーティングでは、文イ
ヒ祭のテーマ月
1の、予行漁習も、して下さい.
次々週(12/3)は 、散姜講座④出口先生〈
丹波篠山)の実験数学て、午後にも競議 す。
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ヽ 日名 :子 ども教菫研究科
筆薔者 :笙量寺 小林慶 剛 住職
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笠置■の副住職 の話 は大変楽 しかった.
昨 日の雨が うそのよ うな晴天 、みんな も晴天な笑顔 、1∞ 点満点で した.
笠置山の違足楽 しかった、子 どもに帰 つてス トー ンアー ト自分な りに上手 く格けた。
笠置か ら東大寺へ、なかなか興味があ りま した.
笠置 のス と歴史、それ とちょっ とだけアー トを楽 しめた一 口で した。
お天気 も良く 楽 しい遠足で した。
久 しぶ りの山登 り、もみ じも美 しく、楽 しい逮足で した。
秋 の遠足 らしくかな りの ウオーキング 紅葉 も、ス トー ンアー トも最 高に薬 しい― 日で
した.
遠足は楽 しかった.生 置は実 しい所 で、石が重要な美 であった.ス トー ンアー トも面白
かった.
久 しぶ りの山歩きで汗をかきま した。 ス トー ンアー トも始 めての経験で薬 しめました.
秋色の山 とても楽 しく来てよかつた ス トーンアー ト楽 しかった.
始めての経験で案 しかったです。
一 日充実 した撻鷹的で、心身夫の リフレッシュが出来ま した。
生置はしん といな とお もつていましたが、以外 と楽 しい一 日で した。
初 めて来た笠置の地 、見 るもの全 ておどろきでした (巨岩の数々)ス トーンアー トの薬
しさ、大変楽 しい一 日で した.
とてもきれ いな紅葉がみれ て よかったです.ス トー ンアー トも初めてで したので むず
か しかつたけれ ど楽 しかった。
壁置寺 も、ス トー ンアー トも、 とて も楽 しく おもしろかったです.
久 しぶ りに山歩き ?し ました。紅美等はすばらしか った。
今 日の生置山の遠足は、非常に楽 しい一 日て した.
笠置山■、最高でした。そんなベ ンピなところ
と思ってぃま したが そんな所 だ
か らこそ、いい物が残 ってい るんです●.
天候 に意 まれ 紅葉 も最高の見頃、ス トー ンアー トにも満足、思い出深 い逮足 とな りま
した。有難 うございました。
楽 しかった、関わって下 さった お・
Iの 則住職、中高さん、中さん なホ 事のお心うか
0ヽこ感謝 します。
以上 (編集 佐藤和次)

