
新米ママになりました
指導保育教諭 大野 梨紗（産休・育休中）

予定日より５日早い７月 10日の夜中２時、急にお腹が痛くなり何度もトイレへ。なんだか

いつもと違う痛みに夫を起こし、４時にドキドキしながら病院へ向かいました。立ち会い出産

は叶わず、陣痛室で一人耐えること４時間、いよいよいきみ体勢になりました。何度かいきむ

も頭がなかなか通らず、それでも助産師さんに「少しずつ進んでいるよ、頭が見えているから

触ってみる？」と言われ手を伸ばすと髪の毛の感触！「本当に出てくる」と不思議な気持ちに

なりながら、「早く会いたい」と最後の力を振り絞り、朝の８時 38 分、元気な女の子が産ま

れました。すぐ泣いてくれて一安心、その後赤ちゃんを抱きながら夫にビデオ電話で報告し、

話しながら「あぁよかった、３人家族になれた」と涙が出ました。

名前は夏らしい響きが気に入り、「凪彩(なぎさ)」になりました。退院直後は授乳すればす

ぐ寝てしまう子でしたが、だんだんと起きている時間が多くなり、よく泣くように。抱っこで

しか寝ず、「寝た」と思ってベッドに置くとびっくりする程すぐ泣き出します。「これがいわ

ゆる背中スイッチか！」と四苦八苦。抱っこしているとなんだか暑くて窮屈そうで、「ベッド

の方が寝心地いいのでは？」と思いますが、それでも幸せそうに眠る我が子はとても愛おしく

なります。

小さなことで心配になったり、泣いている理由がわからず困ったり、話せない赤ちゃんとの

日々は予想以上に大変で涙してしまう夜もありました。そんなことを先輩ママである卒園生の

お母さんに報告すると、赤ちゃんが泣けばママも泣いて、赤ちゃんが笑えばママも笑って、そ

んな日々だったと言っていました。「それでいいんだ」と心がすっと軽くなりました。まだま

だ余裕のない新米ママですが、今しかないこの時を大切にしながら、一緒に成長していこうと

思います。初雁パワーをたくさん頂いて産まれた凪彩、どんな女の子になるのか今からとって

も楽しみです！
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☆保 育 目 標★     ★予     定☆

今月のテーマ

「やってみる」

目   標
○身体を十分に動かして、挑戦する

○夏の経験を通して、遊びが広がる

○目に見えない神様の存在を感じる

学年別のねがい

（１歳）模倣して遊ぶ

（２・満３歳）気持ちを表す

（年少組）友だちの存在を強く感じるように

なる

（年中組）友だちの思いを知る

（年長組）さまざまな感情を経験し、乗り越

えようとする

ひ と こ と

久しぶりの園生活で、慣れるまでまたドキド

キする姿もあるかと思います。同時に、友だち

との再会を喜んだり、会えなかった間に経験し

たことを遊びに取り入れながら、園生活を楽し

んでいって欲しいと思います。

身体を存分に動かし、鉄棒、跳び箱、集団遊

びと、さまざまなことに挑戦する機会も多くな

ります。うまくいかない悔しさや、友だちと励

まし合う姿など、挑戦するから味わえる思いを

大事にしていきたいと思います。神様が与えて

くれる大きな力を感じながら日々過ごしていき

たいです。

今月の聖歌

「すみわたるおおぞらに」   ※今年度の運動遊びは実施しません。

今月の歌 「あめふりくまのこ」

今 月 の 保 育 目 標 と 予 定

日 曜 行事などの予定

１ 火

２ 水

３ 木 地震引渡し訓練（14時実施）     

４ 金 全体礼拝

５ 土 就労家庭保育実施日 幼稚園委員会③

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水   

10 木 すみれ組キャンプ新聞掲載予定（～17日）

11 金 全体礼拝

12 土 就労家庭保育実施日

13 日

14 月 年長懇談会

15 火

16 水 歯科検診

17 木 年中懇談会

18 金 全体礼拝

19 土 就労家庭保育実施日

20 日

21 月 敬老の日

22 火 秋分の日

23 水 年少懇談会 聖書研究③

24 木

25 金 全体礼拝

26 土 就労家庭保育実施日

27 日

28 月

29 火

30 水 ９月生まれ誕生会



                          

差別のない社会を目指して

「よろしい。清くなれ」

（マルコによる福音書 第１章 41 節）

すみれ組の草津キャンプで宿泊に用いた聖マーガレット館は、ハンセン病に感染して隔離さ

れてしまった家族の子ども（未感染児童）を預かる施設として建設されたものです。コンウォ

ール・リー教母はこの子どもたちのために働かれ、リー教母が「リーかあさま」と呼ばれるの

もこのためです。ちなみにリー教母の働き（バルナバミッション）のために建てられた諸施設

のうち、現存する最後の建物が、聖マーガレット館になります。

聖書に登場する重い皮膚病は、伝統的にハンセン病のこととされています。ハンセン病は身

体の末端に変形をもたらす病気で、この病気にかかると指や目、鼻などがなくなってしまいま

す。重い皮膚病と言われるのはそのためです。伝染力は弱いのですが、当時は伝染力が強いと

誤解されていて、同じ道を歩くことも風上にいることも許されませんでした。

そしてこの病気にかかったら最後、治ることはありませんでした。この病気が治るようにな

ったのは 20 世紀に入ってからです。日本でもハンセン病に感染した人々を強制隔離し、多く

の差別的な施策が行われました。国の施策に対する裁判が起こされ、小泉首相の時代に、国が

それまでの施策が誤りであったと認めたのを覚えておられる方も多いのではと思います。

ハンセン病は身体の変形をもたらすことで恐れられましたが、人々の交わりから外され、多

くの差別を受けて辛い日々を余儀なくされたのが、何よりも悲しいことだったわけです。聖書

の記述から、現代社会あちこちで根づいている差別とハンセン病差別には共通点が多いのに気

づかされます。

イエス様は、誰も近づこうとしない、誰も触れようとしないこのハンセン病の人に直接触れ、

病気を癒されました。一生自分には誰にも触れてもらえないと思っていたこの人は、イエス様

が直接触れてくださったことで、身体はもちろんのこと、心も癒されたのです。イエス様の奇

跡は、身体の癒しと、心の癒し、そして差別のない社会への導きであったのです。

現在、国内でハンセン病の原因となる菌を持っている人は一人もいません。そのため新たに

感染する人もおらず、この病気が終焉を迎えるのも時間の問題とされています。しかしながら、

この病気のための差別がなくなったとは言えず、残念な出来事が繰り返されています

新型コロナウイルスに感染した方々が国内でもあちこちで差別を受けていると報道されてい

ます。自分の身を守ること、人を大切にすること、どちらも重要です。自分のことしか考えら

れない人間にならないよう、自分のことだけで精一杯の生き方にならないようにと、ハンセン

病の奇跡物語は私たちに語り続けています。これは現代社会への重要なメッセージでもありま

す。                           （チャプレン 鈴木 伸明）



新型コロナウイルスの感染が広がり、幼稚園も行事を例年通り実施することが難しくなりま

した。川越地区私立幼稚園協会の園長会で各園の方針を伺うと、お泊まり保育を見送ったり、

人数を半分に分けて時間を短縮したり、会食は控えるなど、内容を縮小する園がほとんどでし

た。そのような状況下、年長組の保護者の方に草津キャンプへの参加不参加を確認したとこ

ろ、提出してくださったすべての方が参加に○印をつけてくださいました。

実施する不安はなくなり、各ご家庭からのエールに背中を強く押していただけたおかげで今

年のキャンプを迎えることができました。大切なお子さんを預けてくださったことに、改めま

して感謝しております。そんな今年のキャンプの様子を参加した教職員がレポートしました。

特集 草津キャンプ ７月 28～30 日

できることに目を向け、喜び、楽しむ
６月の下旬からキャンプについて伝えていき、7月にはキャンプごっこをし、少しずつ楽し

みになっていった子どもたち。「あと何回寝たらキャンプになるの？」「荷物はいつ準備した

らいいの？」「忘れ物をしたらどうなるの？」と、毎日のようにたくさんの質問が挙がってい

ました。そういった子どもたちの一つ一つの質問から、楽しみな気持ちがある反面、おうちの

方と離れ、遠い草津で３日間を過ごす不安があることも感じていました。

キャンプ当日、待ち望んでいた日がようやくやってきて、嬉しそうな表情を浮かべる子、な

んとなく落ち着かない子、保護者の方のそばを離れたくない子、子どもたちの表情は一人一人

違っていました。いざ出発すると、バスの中でとても楽しそう！手繋ぎペアのお友だちや近く

の先生とのお喋り、レクを楽しむうちに、いつの間にかみんなの表情は柔らかくなっていまし

た。

草津での３日間は、雨に左右され、予定が何度も変わることがあり、１日目の草津運動公園

は断念することになってしまいました。驚いたのは、それに対する子どもたちの反応です。探

検をとても楽しみにしていたので、きっと残念がるだろうなと思っていました。ところが、残

念がるどころか「いえーい！」と喜んでいるのです。なぜ喜んでいるのか聞いてみると、「そ

の分早くマーガレット館に行けるから」「トトロのお家見れるね」ととても前向き！この姿は、

３日間で何度もありました。できないことにばかり目を向けるのではなく、できることに目を

向け、喜び、楽しむことができる子どもたちの姿には、私自身が教えてもらうことがありまし

た。

２年前には想像もできないほどに強く、たくましく成長している子どもたち。何よりもこの

キャンプで成長したと感じるのは、友だちを思いやる気持ちです。泣いている子がいれば慰め

たり、手伝いを必要としている子がいれば率先して力を貸し、困っている子には声をかけ、喧

嘩をしている子がいれば、保育者に任せるのではなく、一緒に話を聞いてくれます。それから、

お休みの子に対しても思いを向け、「今埼玉で何をしているのかな？」と考えていました。

３日間でたくさんのことを経験しました。幼稚園に着き、バスから降りてきた子どもたちの

表情には、帰ってきた安堵感や疲れだけでなく、達成感のようなものも感じました。これから

始まる２学期は大きな行事があります。どんな風にぶつかり、どんな風に力を合わせ、乗り越

えていくのか、これからのすみれ組がとても楽しみです！  

  

思い出したら涙がウルウル…成長したね
７月も終わるというのになかなか梅雨が明けなかった今年。草津の天気も３日間降ったり止

んだりの天気でした。初日、西の河原を楽しみにしていましたが、直前に雨が降ってきてしま

ったので、カッパを着て足だけ少し入ることになりました。



エメラルドグリーンの景色広がる湯畑の香りに「温泉の匂い」「くさ〜い」と口々に感想を

いう子どもたち。歩いていくと至る所からもうもうと上がる湯気にみんな釘付け！流れるお湯

に触れると「あちっ」と思わず手を引っ込めてしまうほどでした。

西の河原に到着し早速入ってみると、温かいところ、冷たいところ、流れが速いところ、深

いところなど、自然が生み出す川の流れをそれぞれで感じていました。「キャー！」という声

に驚き行ってみると、わざと流されそうになりながら友だち同士で手を繋ぎ助け合う遊びをし

ていたり、長い木の棒を杖にしてうまく渡る子、(私も含め)濡れないようにと言ったのに飛び

込む子の姿が。初めて来た自然豊かな場所でも、楽しい遊び方を見つけられるのは子どもの素

晴らしい力であり、初雁っ子らしいなあと思いました。西の河原でも氷鬼が始まったときは、

今年のすみれ組らしくて思わず笑ってしまいました。足だけ入ろうと言っていたのに、気づけ

ばみんなビチョビチョ。最後はカッパも脱いで全力で遊び、楽しい思い出がまた一つ増えたの

でした。

きっと、２年前の私は、当時年少だったみんながこんなにも立派にたくましく成長し、草津

キャンプでほとんど泣かず過ごせるなんて想像もできなかったでしょう。３年間一緒に過ごし

てきた仲間たちが、気づかぬ間に互いを支える存在となり、目には見えないけれどそこには確

かな絆や友情を感じました。そんな心強い友だちがいたから、本当なら寂しいはずの３日間が、

心から楽しく強くもなれた３日間になったのだと思います。

最終日の朝の礼拝で、由香里先生の話を聞きながらそんな１、２年前のことを思い出してい

たら、目がウルウル…コソコソ涙を拭いていたら、すかさず「あ〜！彩乃先生泣いてる〜

っ！」とニヤニヤする子どもたちに見つかってしまいました。最後までみんならしいな、と思

った瞬間でした❤                  

熱帯圏～楽しくて時間が足りない！～
お天気が心配だった２日目。みんなの力が通じてか、雲の中からかすかにお日様が。熱帯圏

まで歩いて行く中、「どんなところかな」「どんな動物がいるかな」熱帯圏への楽しみな気持

ちが溢れます。元気にご挨拶をしていざ熱帯圏へ！

最初に目に入ったのは、クワガタやカブトムシ、蝶の標本。見たことのない大きさや色の虫

たちにみんな釘付け。ここぞとばかりに、自分のカメラのシャッターを切りました。外では、

たくさんのお猿さんたちがすみれ組を迎えてくれました。すごい勢いで走る猿や小さな赤ちゃ

ん猿まで。「あの猿に食べてほしい！」とお目当ての猿に向かって餌をあげていました。そし

て、熱帯ドームの中へ。ドームの中に入った瞬間、奇妙な動物の鳴き声が。その鳴き声に、ち

ょっとドキッとした子どもたち。中には、普段見慣れない動物たちがたくさんいました。みん

な大興奮。いろんな動物を見つけては話しかけたり、にらめっこをしたり。時間が足りないく

らいでした。

最後はドクターフィッシュコーナーへ。なかなか自分の手に寄ってきてくれない魚に、どう

したら魚が寄ってきてくれるのか、みんなで試行錯誤しながら楽しんでいました。

今年は新型コロナウイルスが蔓延し、また梅雨が長引き、なかなか外に出られない時間が続

きました。こうして草津キャンプを通して「自然」を感じられたことは、子どもたちにとって

も良い体験だったのではないでしょうか！             

お風呂タイム
本年、私はすみれ組 10 人の男の子お風呂担当でした。幼稚園のお風呂担当というと、私は

これまでよい思い出がありませんでした。以前勤務していたＯＡ幼稚園で男の子のお風呂担当



をした時、「ママが頭洗ってくれるのにママがいない！」、と泣き出す子、ちっともいうことを

聞かない子、対応に困っていると突然、脱衣場で待っていた女性の先生がガラッと浴室のドア

を開けました。子どもがなかなか出てこないので待ちかねたのでしょう。私は裸でしたので慌

てて柱の陰に隠れ、汗びっしょりでした。

ところが今年の 10 人の男の子たちは、体を洗うのも上手、「頭も洗えるよ」とシャンプーを

お湯で流すのも慣れた様子で驚きました。お家でもいつもやっているとのこと、クラスメイト

と一緒のお風呂タイムを楽しく過ごすことができたようです。

お風呂は男の子より女の子のほうが、時間が必要でした。同じグループの女の子たちが自分

たちよりお風呂の時間を要しているのに気づき、「女の子には男の子にはわからない苦労があ

るんだよな」と言っていて、私はさらに驚きました。お風呂タイムは、自分のやるべきことを

きちんと行うこと、他の人を思いやる優しい心を養う時にもなったのだと、有意義な充実感の

うちに役割を終えることができました。

今回は、定休日だからと松乃井旅館さんが温泉を貸し切りで使わせてくださり、本当にあり

がたく思いました。お風呂タイムは、これからのさらなる子どもたちの成長を確信した貴重な

ひと時となりました。                                

暗闇でも大きな友だちの存在
今年のすみれ組は、普段の園生活から友だちの「困った」「悲しい」を察知して、声をかけ、

寄り添う姿が多く見られます。２日目の暗闇探検のときもそうです。夕方から「今日は暗闇探

検だよね。楽しみ」「暗いの全然怖くないもん」と楽しみにしている声が聞こえてきます。し

かし、いざ暗闇探検をする段になると…菜緒先生が読んでくれた絵本にドキドキが増してきま

した。「怖い」と涙をする子も。すると、すかさず誰かが「大丈夫だよ。みんながいるから」

と声を掛けます。

探検は、数人ずつのグループで行きます。他の先生たちは、真っ暗な長い廊下を通って子ど

もたちが２階の部屋へお札（熱帯圏の入場記念チケット）を取り、戻ってくるまでの道に点在

してスタンバイ。突如霧吹きで水をかけたり、お札を取る部屋にダースベーダーに扮して隠れ

ていたり、お化けのライトで階段を照らしたり（転倒対策も兼ねて）。スタンバイしていると、

「怖い」「大丈夫、手を繋いでるから」「やだよ～」「いるのはきっと先生たちだから平気」と

励まし、手を取り合ってやってきました。どの子もドキドキしているのを感じるのですが、そ

れ以上にお互いの存在で支えあっているのを感じます。誰一人先に行ってしまうことなくみん

なで固まり、一緒にやってくるのです。無事にみんながお札を取って帰ってくると「おかえり

～！」と喜び合う声。ドキドキもしたけれど、友だちがいてくれてよかったと改めて感じたの

ではないでしょうか。

この日の夜、「僕は、まだまだ起きているんだ」「ママにちょっと会いたい」と言っていた子

たちもみんな、寄り添いながらあっという間に寝てしまいました。神さま、友だちと支えあう

力を与えてくださりありがとうございます。              

豊かな自然に包まれて
今年の草津キャンプは、頌徳公園で遊ぶ時間がたっぷりありました。マーガレット館の隣に

あるこの公園も、リーかあさまが作ってくれたもの。公園にあるリーかあさまの肖像が、子ど

もたちを眺めていてくれていました。



緑豊かな公園には、コンクリートでできたドーム型の山や、大きなブランコがあります。ま

ずはドームの山登りにみんな挑戦。手を使わずに山のてっぺんまで駆け上がるのはなかなか難

しいのです。見事駆け上がったのは、彩乃先生！彩乃先生に続けとばかりみんな何度も挑戦し

ました。「1 人の力で難しいなら、みんなの力で！」とそのうち上にいる友だちが駆け上がっ

てくる友だちの手を掴んで、引っ張り上げてくれました。そんな山登りは連日大盛り上がりで

した。

氷鬼好きなすみれ組。マーガレット館の中でも、頌徳公園でも氷鬼をやりましたが、広い頌

徳公園では、なかなか鬼が捕まえきれず、大変でした。トンボやちょうちょなどたくさんの虫

もいて、夢中で遊ぶ子どもたちの姿が印象的でした。

３日目、教会での礼拝で、園長先生が「今日はみんなお家に帰るよね！帰れるお家があるっ

て嬉しいことだね。昔、マーガレット館に住んでいた子どもたちは、家族がいる家には帰れな

かったんだよ」と話してくれました。園長先生の話をじっと聞く子どもたち。離れているから

感じる家族への思いも経験できたようです。安心できる家族と離れて過ごすのは、楽しさもい

っぱいですが、家族への思いも膨らんでいきます。でも元気に楽しんで過ごせたのは、大好き

な友だちがいてくれたこと、そして昔かあさまの深い愛情を受けていた子どもたちと同じよう

に、神さまや、リーかあさまのお恵みと豊かな自然に包まれていたからかと思います。そんな

草津キャンプに今年も参加することができて、私も大きなお恵みをたくさん頂くことができま

した。感謝です。                              

堂々とした姿にびっくり
毎年、すみれ組のキャンプを実施し、一緒に参加させてもらっていますが、毎年違ったキャ

ンプとなります。震災と噴火で草津に行けなかったことは２回だけで、それ以外は毎年草津の

マーガレット館にお世話になっています。マーガレット館に到着すると思わず「ただいま」と

言ってしまいそうな気持ちになるくらい、私もこの場所が第二の故郷になってきました。実施

できるかどうか不安な中、草津に来られた安心感から余計にそう感じたように思います。

今年の子どもたちは、お兄ちゃんお姉ちゃんがいる子が多く、その勢いにクラス全体が乗っ

かり、初めての場所とは思えないくらい堂々としていました。びっくりしたこと４つをご報告

します！

①バスレク大盛り上がり！レクが始まったと同時に「ケラケラ」笑い続ける声に、全体の気

持ちが上がってきました。テレビの効果音的な笑い声が、何よりもの酔い止め薬となりま

した。

②こんなに眠れたキャンプは初めて!?９時すぎにはほとんどの子が眠り、泣く子もいません。

夜中に起きた子もいましたが、寂しくて泣くのではなく、こっそりおしゃべりしていまし

た。

③食事を残す子がほとんどおらず、残飯が本当に少なかったです。よくおかわりをして、食

材も残りませんでした。

④スイカ好きが多い!峯岸さんの差し入れしてくださった大きなスイカを何度もおかわりし

て食べました。峯岸さん、おいしいスイカをありがとうございました。

最後の日、松村饅頭さんにお土産を買いに行くと、このような状況で子どもたちが来てくれ

たことを例年以上に喜んでくださいました。こちらの手違いで、お饅頭の値段を安く集金して

しまいましたが、それにも笑顔で対応。その上おやつに一人に一個ずつお饅頭をくださいまし

た。どうぞ草津に行かれた際には、松村饅頭さんにもお立ち寄りくださいませ♪



（184）おうち時間を楽しむ！             たんぽぽ組担任 山本 佳穂

我が家は、父、母、妹、私の４人家族。夏と冬に旅

行をすることが我が家の恒例行事。４つ下の妹が来年

就職なので「今年で家族旅行も最後かな」と話してい

たのですが、新型コロナウイルスの影響で断念。この

夏は大人しくおうち時間を過ごしました。

我が家のリビングのテレビ、父のこだわりでちょっ

と大きいのです。夜 10時頃までに、家族それぞれや

ることを終わらせて、リビングの電気を消して、真っ暗の中映画鑑賞が始まります。映画館の

ようで、なかなか楽しいのです。映画のジャンルはいろいろ。邦画、洋画、韓国ドラマ、ディ

ズニーなど。家族満場一致で良かったのは「今夜、ロマンス劇場で」「リメンバーミー」。映

画館でも見ましたが、何度見ても映像の美しさに引き込まれます。

そして、この時期になると我が家の食卓は、夏野菜がたくさん並びます。トマト、ズッキーニ、

アボカド、パプリカ、ナス、オクラ…彩り豊かで想像するだけでわくわくする!!気分も明るく

なりますよね！夏野菜カレーやパスタ、ピザなどに料理しました。また、今年はレモンにもは

まりました。夏野菜料理にはぴったり！来年は、レモン栽培に挑戦したいと言っている母。旅

行に行けなくても、何だかんだおうち時間を楽しんでいた我が家です。

（185）新しい家族                 ちゅうりっぷ組担任 味戸夢香里

４月号めぐみの職員紹介で「もうすぐ３人目の甥っ子が産まれることが楽しみです！」と書

いたのですが、ついに元気いっぱいに産まれてきてくれました。予定日よりも早く産まれたた

め、週末に実家へ向かい、すぐにご対面できました。久しぶりに抱っこする新生児にドキドキ

しながらもすぐにメロメロに。長男にも次男にも似ているような、似ていないような…。とに

かく可愛くてずっと見ていられますね。

長男はさっそくお兄さん振りを発揮して、ぬいぐるみを貸してあげたり、三男が泣いている

とお母さんを呼んでくれたりと頼もしい姿が。一方で次男は嫉妬の嵐で見ていて面白いです。

まず近づかないので「３人で写真撮るよー」と言うと隠れてしまいます。そしてなんてことな

いことで大泣きしてお母さんを求める次男。あぁ長男も次男が産まれた時こうだったなぁと自

分の子どもではないのに懐かしく思ってしまいました。

三男もかわいいけれど、やっぱり長男も次男も可愛くて「お外行こう！」と言われると日焼

けを気にしながらもお外へついて行き思い切り遊びます。したがって甥っ子が産まれてからは

自然と保育着で帰省している自分に気付きました。

大きくなるに連れて「このまま成長よ止まれ〜」と思うこともありますが、「こんなにお兄

ちゃんになったんだなぁ」と嬉しく思うこともあります。これからも３人が遊んでくれるうち

にたくさん遊んで、チラチラと成長を見守りたいと思っています。



☆ ９月４日 山本先生のお話

２学期はじめの全体礼拝では山本園長がお話をします。どのクラスの子も少しずつお話を聞

くのが上手になってきました。一つのお話を聞いてもそれぞれに心で感じる部分は違うと思い

ます。また、心に残る子もいれば、ふとした時に思い出す子もいます。まずはお話を聞くのも

楽しいなと感じてもらえるといいなと思います。                

☆ ９月 11 日 「きょうもげんきでハーイタッチ」         篠崎 三郎／絵と文

元気いっぱいの男の子、幼稚園に行く準備を始めます。お日さまとハーイタッチ、飼ってい

る猫や犬とハーイタッチ。幼稚園に着くと、園長先生や座る椅子、友だちともハーイタッチ。

お祈りをして外にでると、みんなで輪になって歌います。ハーイタッチでつながる喜びを感じ

られるお話です。                 

☆ ９月 18 日 「のはらにいると」                糟谷 奈美／絵と文

野原にいると、青い鳥がやってきました。「ぴぴぴ」といっしょに歌います。うさぎもちょ

うちょもやってきて、「ひらひらひら」と一緒に踊ったり、「じゃーんぷ」して空を飛んだり、

雲を食べて「ふわっしゅわ」と音がしたりして遊びます。春の訪れの喜びが、野原いっぱい空

いっぱいに広がります。

☆ ９月 25 日 「悪魔から誘惑を受ける」       マタイによる福音書 4：1～11

イエス様は悪魔から誘惑を受けるため、荒れ野に行かれました。そして 40 日間断食をしま

した。お腹が減ったイエス様のところに、悪魔がきて「神の子なら、石をパンに変えたらどう

か」と誘惑しました。しかしイエス様は「人はパンだけで生きるのではない。神様の言葉で生

きるのです」と答えました。悪魔は、次にイエスを神殿の屋根の端に立たせて「神の子ならこ

こから飛び降りてみろ。神様が天使に命じて助けてくれるだろう」と言いました。イエス様は

「神を試してはならない」と答えました。悪魔は高い山に連れていき「もしひれ伏して私を拝

むなら、ここから見える全ての国を与えよう」と言いましたが、イエス様は「神様だけを拝み、

神様にだけ仕えるのです」と言って、悪魔を退けました。         


