
ハプニングも笑い話に!!   もも組担任 味戸夢香里

みなさんの好きなことは何ですか？私は旅

行が趣味なのでこんな世の中になってから何

をしたらいいのかまだ迷っています。

旅行のいい所は計画を立てるところからす

でに楽しいことと、帰ってきてからもしばら

く楽しいこと。小さいころは温泉好きの母が

全てをサクサク決めていて、何かと家族で温

泉旅行をすることが恒例でした。それはそれ

で楽しいのですが大人になって自分たちで行きたいところを考えて、宿も決めて海外旅行の場

合はツアーなんかも決めたりして。その時点ですでにわくわくが止まらないのです。帰ってか

らも「あんなことあったよね」や「ここは日本の方がいいよね」が１ヵ月以上楽しめます。

海外旅行に行く友だちは決まっていて役割分担も決まっています。まず航空券、ツアーの予

約は彼女。次にホテル、ご飯屋さん探しは私。そして行きたい所はなぜかだいたいかぶるので

あまり揉めることはありません。詳しくないのに世界遺産やミーハーな場所が好きで行きがち

です。ハプニングにもいくつかありましたが、それも今となっては思い出話です。

クロアチアに行った時には初めてスリにあいました。私より遥かに海外旅行経験の多い彼女

が！しかも１万円を換金したばかりだったのでショックは大きかったです。それから被害届を

もらおうと警察に行きました。すでに夜 21時で辺りは暗く道もわからないので、行くまでに

時間がかかりました。やっと着いたと思ったら英語が通じないのです！(私もほぼ話せません

が。)クロアチアはクロアチア語が公用語で、英語がわからない方も多いそうです。笑うしか

ないとはこのことかと思いました。仕方がないので警察官の方とお互いに Google 翻訳を使う

も、結局この警察署では発行できないと言われ、諦めて帰りました。本当に疲れました。

スロベニアでは彼女がスマホをホテルに置いてきてしまい、さすがにこれには怒りました。

ホテルとメールのやりとりをし、最終的に空輸していただけて一件落着でしたが、その後、彼

女と旅行に行く時は私が最後に荷物を確認することが定着しました。

こんな話をすると海外は怖いと言う方がいらっしゃいますが、今となっては笑い話になりま

す。それ以上にわくわくとたくさん出会えるのでまたすぐに次はどこに行こうかと次の作戦会

議が始まります。

飛行機に乗って海外に行くことや気軽に国内旅行をすることはまだまだ先になりそうですが、

社会が落ち着いたらまた旅に出たいなと思います。
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☆保 育 目 標★     ★予     定☆

今月のテーマ

「挑戦」

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
プールやお出かけをしたり、ゆっくりしたり

とそれぞれ夏を満喫されましたでしょうか。ま

だまだ暑さは続きますが、それぞれが経験して

培った力を発揮して、２学期もいろいろなこと

に挑戦していってほしいと思います。

その中で、友だちの存在をたくさん感じなが

ら過ごせたらと思います。１、２歳児は友だち

がいる心地よさからまねっこをしてみたり、自

分の気持ちを言ってみたり。３、４、５歳児は

お互いの思いを出し合いながら、友だちとたっ

ぷりと遊びます。

今月の聖歌「どんどこどんどこ」

今月の歌 「そうだったらいいのに

な」

今 月 の 保 育 目 標 と 予 定

日 曜 行事などの予定

１ 水 ８月生まれ誕生会  

２ 木
地震引渡し訓練（14時実施）

アルミ缶回収    

３ 金 全体礼拝       ↓

４ 土 就労家庭保育実施日 幼稚園委員会③

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水 連絡係打合せ 聖書研究③

９ 木

10 金 全体礼拝

11 土 就労家庭保育実施日

12 日

13 月 年中保育参観(参加は自由)・懇談・交流会

14 火 年少保育参観(参加は自由)・懇談・交流会

15 水

16 木 年長保育参観(参加は自由)・懇談・交流会

17 金 全体礼拝

18 土 就労家庭保育実施日

19 日

20 月 敬老の日

21 火 川越市巡回指導

22 水

23 木 秋分の日 職員会議

24 金 全体礼拝

25 土 就労家庭保育実施日

26 日

27 月

28 火

29 水 ９月生まれ誕生会

30 木



忍耐

「あなたは永遠の命の言葉を持っておられます」

               ヨハネによる福音書 第６章 69 節

聖書の中には、イエス様の教えやたとえ話、奇跡物語が多く記されています。福音書を読み

ますと、それを見聞きした人々がイエス様の周りを大勢取り囲むようになり、どこへ行くにも

人々が集まっている様子が書かれていますので、イエス様は多くの人々に信頼され、慕われて

いたのかというと、実はそうではありませんでした。

ヨハネによる福音書には、イエス様の真の教えを聞いた人々がそれを受け入れられず、多く

の人々がイエス様から離れ、共に歩まなくなったと書かれています。５つのパンと２匹の魚で

5000 人の人々が満腹をした奇跡で、イエス様に対する人々の関心と期待は一気に高まりまし

た。しかし人々の関心は自分の日々への利益だけだったのです。5000 人の人々が満腹できる

パンを食べさせてもらえるのだったら、これからは働かなくてもたくさんパンを食べられるよ

うにしてもらいたい…、というわけです。イエス様がこの奇跡をなさったのは神の国の力を

人々に示すためであり、神様の愛がすべての人を包み込むことを示すためだったのですが、

人々は自分の利益にしか関心がなかったのです。

イエス様が、食べてもやがて空腹になる食べ物ではなく、永遠の命に至る神様の恵みについ

て教えを語ったところ、誰も耳を傾けようとせず、最後に残ったのは 12 弟子だけで、イエス

様が「あなたがたも離れて行きたいか」と 12 弟子にも尋ねた際、弟子たちは離れようとせず、

標記の言葉を言って最後までイエス様に従う心を新たにしました。

イエス様はそれをとても喜ばれ、心強く思われたことでしょう。しかし 12 弟子の中には、

イエス様を裏切ることになる、イスカリオテのユダもいました。

ユダの裏切りをイエス様はすでにご存じでおられました。イエス様は自分の利益のためにし

か耳を傾けない人々、そしてこよなく愛しつつも自分自身を裏切ろうとするイスカリオテのユ

ダに対する忍耐を、この後もずっと続けていかねばならなかったのです。神様やイエス様は忍

耐などなさることはないのではと思われる方が時々いらっしゃいますが、忍耐に次ぐ忍耐の連

続であったことを聖書ははっきりと語っているのです。

子育てに励む私たち、子育てとは忍耐の連続であると思われる方も少なくないのではないで

しょうか。思い通りにならず、予想外のこと、思いもしないことが連続する中で私たちの子育

ては続いて行きます。そうした日々はわたしたちにとって喜ばしいことではなく、時には大き

な痛みをもたらすことになりますけれども、神様やイエス様もこの世界で大きな忍耐をなさい

ました。罪を犯し続ける人間に対して、その忍耐は今日も続いているのです。

子育ては神様の思いを知る重要な時ともいえるのではないでしょうか。親の心子知らず、神

様の心、人間知らず…                   （チャプレン 鈴木 伸明）



今年の子どもたちは、いつもエンジン全開で真っ直ぐに向かっていくその先に、いろいろな

試練が待ち受けています。試練をお題と捉え楽しみながら進んでいる、そんなメンバーです。

よく晴れ、よく食べ、よく寝た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 19～21 日

仲間のことを一番分かっていたのは…
今年のすみれ組が始まり早４ヶ月。男の子が多く、女の子は芯が強いからこそ…１学期は怪

我が多く、どこかしらで喧嘩が起こる日々。それぞれの思いが強いからぶつかるけれど、まだ

自分のことでいっぱいで、相手の気持ちに気づくまでもう一歩なことが多いのです。クラスで

活動やゲームをやるときには｢苦手だから｣｢負けるから｣と言って続かなくなることも。ぜひこ

のキャンプが友だちのことを考え相手を思いやる心、自信を持って何事にも挑戦する気持ちを

持つきっかけになればと願っていました。それから、夏休み中に引っ越しすることが決まった

子がおり、すみれ組が 21 人で過ごせるのは草津キャンプが最後でした。寂しさをとても感じ

ていた子どもたちですが、だからこそ「３日間笑顔で友だちと楽しく過ごすためにはどうした

らいいか」を考え合いました。

私にとっても担任として行くキャンプは初めて。みんなにどのように伝えたらいいか…と悩

みながら毎日一つずつ「キャンプのひみつ」を伝えていきました。最初は不安に思っていた子

も、周りの盛り上がる勢いにだんだん前向きな気持ちに！窓に貼ってあった持ち物表や食事当

番表を見ながら楽しそうに友だちと話す姿をよく見かけました。すみれ組保育室でキャンプフ

ァイヤーごっこをしたとき、電気を消しても日差しでまだ明るい窓を、新聞紙を使って協力し

て塞ぎ、真っ暗な夜を作り上げました。そのときの団結力の素晴らしいこと！本当の夜のよう

な空間にテンションも MAX になり歌って踊って楽しみました。こんなごっこ遊びもしながら、

少しずつキャンプのイメージが膨らんでいきました。

キャンプ当日の朝、大丈夫かなと少し心配していた私ですが、胸を張って「いってきま

す！」をする姿が頼もしく、バス内でも外の景色やレクに大盛り上がりで、これから始まる３

日間に期待とワクワクを感じました。キャンプ中、心配していた子たちは涙一つ見せず、自分

のことを自分でやろうとしたり、普段はみんなを引っ張る存在の子が寂しさから涙したりと、

意外な姿にびっくりが大きい３日間でした。そんな仲間の姿にお互い気づきながらも、いつも

通り友だちと話しているといつのまにか笑顔に。いつも通りでいてくれることが心強かったの

かな？と思います。仲間のことを一番分かっていたのは、この子たちなのだと改めて思いまし

た。

今までの当たり前が当たり前でなくなっているこの状況下で、なんとか今までと同じ経験を

させてあげたいという保護者の方や草津の方々、先生方の強い思いをとても感じました。その

思いがあったからこそ実現できた今回の草津キャンプでは、大人の心配をよそに全ての経験を

自分の力にし、強くなっていく姿にこれからの可能性を感じました。この３日間を友だちとと

もに自分の力で過ごせたという事実が、今までにはなかった確実な自信に繋がっているのだ、

そんなみんなのことを私はもっともっと信じ、任せていいのだなと思うことができました。そ

して思いやりの心と挑戦する気持ちは２、３学期でさらについていくことでしょう！

このキャンプで過ごした思い出は消えないし変わらない！一皮剥けたすみれ組のみんな、ど

こにいても置かれた場所でそれぞれの力を発揮できる 21人のこれからの活躍が楽しみです！



１日目～印象に残った出来事～
草津キャンプ１日目。天気に恵まれ、すべて予定通りに行うことができました。その中で印

象に残った出来事が２つあります。

夕飯までの２階での自由遊びの時、部屋の隅に座り込み、今にも泣き出しそうな子の姿があ

りました。「寂しくなった」と言うその子のことを、たまたま近くにいた子に話し、「どうし

たらいいかな？」と相談しました。すると、「お友だちと遊んだら元気になるよ」とのこと。

早速友だちに「入れて」を伝えて一緒に遊び始めました。そして、その言葉通り、あっという

間に笑顔になりました。まだ少し心配だったので、仲良しの友だちに「寂しくなったんだって。

よろしくね」と伝えると、「一緒に手を洗いに行こう」「みんな一緒だよ」と声をかけ、その

後もさりげなくフォローしてくれていました。

１日目の夜は子どもたちにとってはとても長く、何度もすすり泣く声が聞こえてきました。

けれど、「寂しいよ」「帰りたい」と自分の思いを存分に吐き出したあとは、どうにか眠ろう

と一生懸命に目を閉じます。まだ涙が止まらないまま必死に眠ろうとする姿に胸を打たれまし

た。子どもたちにとって草津キャンプは、それほど大きな経験で、いま目の前の壁をどうにか

越えようとしているのだと感じました。どうにもならない寂しさと、眠っている周りの子を起

こしてはいけないという思いとの葛藤と戦いながら眠りにつきました。しかし、子どもたちの

中には、近くに友だちがいるということが、何よりも心強く感じられたのではないでしょうか。

みんなで一緒に過ごす中で、誰もが「寂しい」「家族に会いたい」という思いを持っていたと

思います。だからこそ、友だちの気持ちが分かり、それに寄り添うことで、お互いが支えとな

っていたのでしょう。仲間の存在があって乗り越えたこの経験を、いつまでも忘れずに、大切

にしていってほしいと思います。            

１日目～キャンプファイヤー～
草津キャンプは例年雨が降ることが多く、

キャンプファイヤーができなかったり、規模

を縮小して行わざるを得なかったりするので

すが、今年は雨の心配がなく、少し前に敷地

内の樹木伐採が行われた関係で薪も十分にあ

って、よいキャンプファイヤーを行うことが

できました。

地球上の動物の中で火を扱うことができる

のは人間だけです。人間は火を用いて、料理

をしたり、熱を得て温まったり、光を得たり、

消毒をしたりしています。火は正しく用いな

いととても危険ですけれども、私たち人間は

火を日常生活に欠くことのできない存在としてきました。キャンプ中のいずれかの夜にキャン

プファイヤーを行って、ゲームをしたりダンスをしたりするのはアメリカ発祥の習慣と言われ

ていますけれども、私たちが火について改めて学ぶ機会は、意外と少ないのではないでしょう

か。

また、聖書をみますと、火は神様がそこにいらっしゃって人間を導いてくれる存在として描

かれています。闇に包まれる夜も、神様の火によって人間は導かれ続けてきたのです。

キャンプファイヤーに点火、舞い上がる火の粉に驚きながら子どもたちはキャンプファイヤ

ーを囲んでゲームなどを楽しみました。同じすみれ組のメンバーでも、夜に、しかも火を囲ん



でのひとときは子どもたちに印象深い時となったようです。赤く燃える炎とともに、クラスの

仲間たちとの日々が、お互いの暖かさによって支えられているのを子どもたちが実感してくれ

ればと願います。                                                  

２日目～イベント盛りだくさん～
２日目は多くの子どもたちが楽しみにしていた熱帯圏から始まりました。始めに出会ったの

は猿。可愛い猿たちに餌をあげながらみんな大興奮でした。熱帯ドームの中は、いろいろな動

物たちの鳴き声が聞こえてきては、耳を傾ける子どもたちの反応が可愛らしかったです。小さ

なひよこから大きなワニまでじっくり見ては堪能していました。ここぞとばかりにカメラのシ

ャッターを切っていました。

おやつにはスイカ割り。スイカが割れないと今日のみんなのおやつが食べられない！目隠し

をしている友だちに、みんなで「右、右！違う違う！左、左！」と一生懸命に伝えながら大笑

い。この日の一番の盛り上がりでした。

松乃井旅館では、それぞれのグループで楽しく気持ちよくお風呂に入りました。

この日の最後のイベント、暗闇探検。真っ暗なマーガレット館を探検します。所々に先生た

ちが隠れてみんなを驚かせました。中には怖くて涙する子もいましたが、グループの友だちが

しっかり手を握ってあげて、支え合っていました。私はみんなが驚いたり、怖がったりする反

応が微笑ましくて仕方ありませんでした！その日の夜はぐっすりと眠りにつきました。

３日間ともに過ごし、21 人の心の距離がぐっと近くなったことと思います。去年までと変

わらない元気でパワー溢れる姿とすみれ組になって培った頼もしさ。３日間ともに乗り越えた

彼らが、２学期以降またどんな力を見せてくれるのか楽しみです。            

３日目～本音が溢れ、深まる最終日～
例年にはない暑さもあり、最終日はお疲れ顔の子どもたち。お饅頭を買いにいくのも暑さと

の戦いです。しかし、お店に着くと「僕は 12個入りだよね」「お父さんと、お母さんと家族み

んなで食べるんだよ」と嬉しそう。ちょっぴりドキドキしながら自分が買う数を伝えてお金を

払います。買い終わると日陰でお店の女将さんと談笑する姿もありました。

戻ってきたら、思い出発表会です。それぞれグループに分かれて、記者ノートに３日間で一

番印象に残ったことを考えて描きました。書き終えていよいよグループごとに発表。しかし、

ここでどのグループが最初に発表するかで思いがぶつかり合いました。「こっちが先！」「いや、

こっち」と。何度かそのやりとりを繰り返す中で、「じゃあ先にやっていいよ」と譲る声が出

てきました。さあ、順番が決まりいざ発表となると、今度はグループ内で誰が先に発表するか

で「私！」「僕！」と思いがバチバチ。３日目ともなると疲れも相まって着飾らない本音と思

いが溢れてきます。その姿に「こうしたら」と提案する友だちもいれば、じっと様子を見守り

待ってくれる友だち。先生たちも、ここはグッと見守る方がいいか、仲裁に入って懸け橋にな

るか葛藤です。何とか各グループ発表を終えましたが、発表中も友だちを気遣い、一緒に発表

してくれる姿があったり、自分の思う順番で発表ができずおへそが背中の方まで行ってしまっ

たり。その姿に、みんなでどうしてあげるのがよかったか、子どもたちも先生たちもみんなで

考え合いました。発表ひとつとっても、いろいろな思いが交わり合い、深め合えたように感じ

ます。これが、草津キャンプ２泊３日のいいところで大事なところだと改めて感じました。き

っと心の奥深いところに、このキャンプでの経験、成長が根付いたことでしょう。                      



草津キャンプの醍醐味
草津キャンプの醍醐味、それは川越の地を離れても、遠くの地で子どもを愛おしむ人たちと

出会い、かわいがられる時間を過ごすことだと思います。以前のように遠く離れた親戚と行き

来できなくなった今の状況を考えると、子どもたちにとって家族以外の人と体験できていたは

ずの貴重な時間をどこかで補ってあげたいなと、心から思います。

そんな方たちのなかで最初に出会ったのは、スカイ観光さんの運転手の上岡さんです。毎年、

スカイ観光さんにバスを手配していますが、その第一条件は、運転手は志賀さんか上岡さんで

あること。草津キャンプだけでなく、日曜学校の遠足やキャンプもお願いしてきました。子ど

もが大好きで、３日間バスを手配していた数年前は、草津の町を一緒に回ってくれました。温

かさが運転にあらわれ安心できる運転手さんです。

２番目に出会ったのは、「道の駅おのこ」の方々です。毎年こどもたちが休憩に訪れると、

売店にあるトマトやプラムを袋いっぱいにつめてプレゼントしてくださいます。売店の仕事も

あるので長く話はできませんが、毎年この時期にこの子たちが来ることを知っていて楽しみに

してくれているようです。いただいたミニトマトが甘くて、食事に添えるたびに大喜びしてい

ました。

３番目に出会ったのは、バルナバ教会の松浦司祭です。独特なイントネーションとゆったり

とした話し方に、声を聞いているだけで親しみを感じます。２日目は礼拝、男の子のお風呂、

夕食を一緒に過ごし、子どもたちは終始笑顔で話し続けていました。

４番目に出会ったのは、松乃井旅館のご家族です。事前にお願いしていたお風呂代を最後ま

で受け取ってくれませんでした。ご主人は「こんな時期だからこそ、子どもたちが喜んでくれ

るだけで十分」と、そして子どもたちには「また家族といっしょにおいで、待っているよ」の

メッセージ。現在、地元の方に無料でお風呂を開放し、自分たちが草津で少しでもできること

をしているのだというお話を伺いました。実は、中学１年の長男さんが風呂上りの男の子チー

ムを相手にお笑いコントのような楽しい時間を提供してくれました。状況が変わりましたら、

草津への旅行の際にはどうぞ松乃井旅館さんをご利用ください！（お風呂代は、後日献金とい

う形でお受け取りしていただきました。）

５番目に出会ったのは松村饅頭さんです。１日目の西の河原に向かう途中でご挨拶をしたら、

一人１個お饅頭をプレゼントしてくれました。３日目のお土産を買いに行った時には、一人一

人丁寧にやりとりをし、お買い物体験をさせてくださいました。実はこの日は定休日の予定だ

ったのを、初雁幼稚園の子どもたちのために営業してくださいました。

その他にも草津の街中を歩いていると「いくつ」「どこからきたの」「あらえらいね」といろ

いろな方が声を掛けてくださいます。熱帯圏は毎年、職員分の入園料をサービスしてください

ます。スカイ観光さんのバスから乗り降りするスペースとして、ご近所にある TS 興業さんが

駐車場を貸してくださいます。

子どもは社会全体で育てるものだとは言いますが、なかなかそれを実感することが難しくな

ってきました。それを今もなお感じられる場所が草津キャンプです。社会が子どもの成長を促

すのではなく、子どもたちの存在を愛おしむことで子どもたちが自ずと成長するのだと、改め

て感じました。   

                         



                         

（216）「ルルベちゃん」に夢中         たんぽぽ組担任 山本 佳穂

自粛期間も長い中、家でできる趣味がなかなか見つからない私

ですが、少しだけ夢中になったものがあります。それは「ルルベ

ちゃん作り」です（写真）。裁縫売り場でたまたま見つけた「ル

ルベちゃん」という人形キット。裁縫は得意ではありませんが、

ルルベちゃんの可愛さに惹かれて購入しました。自分で作ってみ

るととても愛着が湧いてきて、ついつい眺めてしまいます。今は

３つ目を製作中です。

また、この夏は東京オリンピックの話題が我が家でも盛り上が

りました。特別楽しみにしていたわけではありませんでしたが、

始まれば家族みんなでテレビの前で釘付けでした。同時間帯にやっている競技もあったのでリ

ビングと和室のテレビを点けては行ったり来たり。競泳、柔道、陸上から普段はなかなか見た

ことがなかった競技も観戦しました。特に盛り上がったのはやはり卓球。一点一点入るごとに

妹と声を荒げて応援し、そんな私たちを見て父と母は近所迷惑じゃないかとあたふた（笑）ア

スリートたちの逆境に強い姿と競技に懸ける思いに感動しました。久しぶりに家族みんなで熱

くなった時間でした。来年の２月には冬季オリンピック。フィギュアスケート観戦が大好きな

私はとっても待ち遠しいです！（無事に平穏な日常が戻り開催されることを願って）来年の冬

も我が家はテレビの前で熱くなりそうです。

                     

☆ ９月３日「アブラハム、イサク、ヤコブの三人の族長たち」     創世記 25:19～34

アブラハムの息子イサクはリベカと結婚します。なかなか子どもに恵まれませんでしたが、

やっとリベカは身ごもります。お腹の中には双子の赤ちゃんがいました。神さまはこの二人は

それぞれに争い合う二つの民族の祖になること、兄が弟に仕えるようになることをリベカに伝

えます。双子の赤ちゃんは無事生まれ、エサウとヤコブと名付けられます。イサクは兄エサウ

を愛し、リベカは弟ヤコブを愛します。ある日のこと、狩りから疲れ切って帰ってきたエサウ

は空腹に耐えられず弟ヤコブに長子の権利を譲ってしまいました。



☆ ９月 10 日「ヨセフ エジプトへ売られる」             創世記 37:1～36

ヤコブは兄エサウの殺意を知り逃亡します。逃亡先で苦労を重ねたヤコブは結婚して 12 人

の男の子を授かります。そして 11 番目のヨセフを溺愛します。10 人の兄たちはそんなヨセフ

をねたみます。不思議な夢の話をするヨセフはますます兄たちから憎まれ、ある日のこと、大

きな穴に落とされてしまいます。ヨセフは通りかかった商人に引き上げられますが、エジプト

へ奴隷として売られてしまいます。

☆ ９月 17 日「ヨセフ 給仕役と料理役、ファラオの夢を解く」  創世記 40:9～41:36

エジプトへ売られたヨセフは官僚のお屋敷の奴隷となります。いつも神さまがヨセフと共に

おられたので順調な日々が続き、主人から家の管理を任されるまでになります。しかし、誤解

を受けたヨセフは牢屋へ入れられてしまいます。ある日、ヨセフは同じ牢に投獄されていた王

の給仕役と料理役の見た夢を解き明かします。それは３日後に給仕役は牢から出され再び王様

に仕えるが、料理役は死刑になるというものでした。果たしてそれはその通りになりました。

２年後、今度は王様が不思議な夢を見ます。ヨセフのことを思い出した給仕役の話によって

ヨセフは牢から出され王様の前でその夢を解き明かします。それは、今後７年続く豊作の後、

７年の大飢饉に世界中が襲われるというものでした。ヨセフは飢饉に備え、豊作の間に備蓄に

努めるように提言したのでした。

☆ ９月 24 日「ヨセフ エジプトの支配者に 兄弟との再会」      創世記 45:1～28

ヨセフの賢さに感心した王様はヨセフを王に次ぐ地位の大臣に任命します。ヨセフの言った

とおりになりますが、エジプトには豊富な備蓄がありました。世界各地の人々はエジプトに食

料を買いにくるようになりました。ある日、ヨセフのもとに 10 人の兄たちが食料を買いにや

ってきます。ヨセフは兄たちに気がつきますが、兄たちはヨセフに気がつきません。自分をエ

ジプトへ売った兄たちです。ヨセフは彼らの心根を試します。兄たちが改心していることを知

ったヨセフは感極まって身を明かします。驚く兄たちにヨセフは「わたしをここへ遣わしたの

は、あなたたちではなく、神です。」と話します。そして、父や兄弟の家族を飢饉にあえぐ故

郷からエジプトに呼びよせたのでした。               

赤ちゃんがうまれました！
この度、予定日から２日遅れて８月 12日に第一子を出産しま

した。2776g の男の子で、名前は湊(みなと)です。

退院の前日に黄疸が気になると言われ、退院の朝に採血したと

ころ、愛和の基準以上の数値の為、湊の退院は延期となり私のみ

退院しました。翌日の再検査で基準以下の数値となり１日遅れで

退院しました。

大きな声でよく泣き、なかなか寝ない湊のお世話が始まりまし

た。すでに睡眠不足の私ですが、主人も育児に協力してくれるので２人で成長を見守りたいと

思います。



（管理栄養士・野口 理紗）


