
今年も夏本番を迎えます。7月 6日「七夕まつり」、13日「みたままつり(お盆供養)」、20～21日には
「年長お泊り保育(埼玉県)」などさまざまな夏の体験を計画しています。さて、お盆は「盂蘭盆会（うら
ぼんえ）」を略したもので、旧暦の 7月 15日を中心に行われる先祖供養の儀式です。お正月と同じく重要
な伝統行事として昔から受け継がれています。

園では 13日(金)に子ども達と一緒に精霊棚を祀りし、迎え火を焚いて盆踊りを行います。親から子へ命
のつながり・絆に気づき、ご先祖様への感謝の心を培っていきます。

さて、今夏も引き続き節電対応を行っていきます。園でも一部照明を消したり、ゴーヤのカーテンや、

扇風機活用等を行っています。

それでは、庭野日鑛(にわの にちこう)名誉園長の言葉を紹介させていただきます。 

園長

自分はなぜ生きるのであろうか。これは人間として最大の問題ではないかと思います。私たち

は、一体なぜ生きているのでしょうか。そう自分に問いかけたことはないでしょうか。私も自分

にそういうことを問いかけながら今日まで来ているわけであります。 

 そうした中で、なるほど、と思わせて頂いたことがあります。私たちが生きているということ

は、結局、他の人々を愛するということが目的だというのです。愛すると言っても男女が愛する

というようなことではありません。愛することの本当の意味合いは、人さまを苦悩から解放して

あげるという、つまり救いのために生きているということであります。 

 宮沢賢治の言葉を借りれば、「世界がぜんたい幸福にならないうちは 個人の幸福はありえな

い」という仏さまの教えに導かれて、いま精進させて頂いているわけであります。仏教徒として、

常にこのような気持ちで精進することが大事であろうと思います。 
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人間は、なぜ生きるのか 

入園児紹介退園児紹介

～今月はいません～ ～今月はいません～

～ 地域子育支援活動として「和田１丁目町会盆踊り」に参画します ～ 

◆日時・場所：８月４日(土)、５日(日) １８時から看護学校駐車場 

◆育子園の参画：子ども達の盆踊り出演、ポップコーン・生ビール等の出店、交通整理等 

～ 節電を行っています ～ 

節電のため保育に支障が無い範囲で一部の照明を消しています。



予 定 表                                 2012.0７

７月 
主 な  

行 事 
ラ ン チ おやつ 

午前 
Happy Birhday 

午後 

1 日

2 月 ご飯 魚（すずき）のバーベキューソース 夏野菜のマヨネーズ和え 

焼きとうもろこし 味噌汁「油揚げ、あおさ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

セサミパウンドケーキ 牛乳 

3 火 雑穀米入り大豆入りカレー グリーンサラダ  

とうがんのスープ メロン 

せんべい  牛乳 

シナモントースト 牛乳 

4 水 ジャージャー麺 トマトと卵の炒め物  

スープ「南瓜、ベーコン」 デラウエア 

ビスケット  牛乳 

ごへいもち 麦茶 

5 木
音楽

ご飯 あじフライ 和風サラダ  

味噌汁「じゃが芋、しめじ」 パイナップル 

せんべい  牛乳 

いもようかん せんべい 牛乳 

6 金 七夕まつり

０歳児健診

七夕ちらし寿司 オクラとかまぼこの海苔あえ 

清まし汁「そうめん、葉ねぎ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

七夕ケーキ 牛乳 

7 土
中華丼 マカロニサラダ 味噌汁「麩、みつば」 メロン 

せんべい  牛乳 

バナナ かきもち 牛乳 

8 日

9 月 ご飯 魚（メカジキ）の照り焼き カレーもやし  

かぼちゃのバター煮 味噌汁「ごぼう、ねぎ、わかめ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

スイートポテト 牛乳 

10 火 チーズサンド ハムときゃべつのソテー プチトマト 

ポークシチュー  メロン 

せんべい  牛乳     

おにぎり「わかめ」 

おやつ煮干 麦茶 

11 水
誕生会

三色ご飯 ポテトサラダ 味噌汁「豆腐、にら」 

デラウエア 

ビスケット  牛乳    

ゼリーアラモード  

りんごｼﾞｭｰｽまたはオレンジｼﾞｭｰｽ

12 木 ひじきご飯 マーボー豆腐  スティックキュウリ  

実だくさん汁 パイナップル 

せんべい  牛乳 

枝豆 クラッカー 牛乳 

13 金 みたま

まつり

五目おこわ  がんもの煮物 酢の物  

清まし汁「なると，オクラ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

白玉団子「黄な粉」牛乳 

14 土 スパゲティミートソース ツナサラダ プチトマト 

スープ「わかめ、コーン」 メロン 

せんべい  牛乳 

デニッシュパン 牛乳 

15 日
16 月

17 火 雑穀米入り大豆入りカレー グリーンサラダ   

とうがんのスープ メロン 

せんべい  牛乳 

シナモントースト 牛乳 

18 水
英語

ジャージャー麺 トマトと卵の炒め物  

スープ「南瓜、ベーコン」 デラウエア 

ビスケット  牛乳 

ごへいもち 麦茶 

19 木 ご飯 あじフライ 和風サラダ  

味噌汁「じゃが芋、しめじ」 パイナップル 

せんべい  牛乳 

いもようかん せんべい 牛乳 

20 金 お泊り保育 梅ご飯  豚肉とピーマンの細切り炒め 粉ふき芋 

味噌汁「玉ねぎ、わかめ」 メロン 

せんべい  牛乳 

カステラ せんべい 牛乳 

21 土
お泊り保育 中華丼 マカロニサラダ 味噌汁「麩、みつば」 メロン 

せんべい  牛乳 

バナナ かきもち 牛乳 

22 日

23 月 ご飯 魚（メカジキ）の照り焼き カレーもやし  

かぼちゃのバター煮 味噌汁「ごぼう、ねぎ、わかめ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

スイートポテト 牛乳 

24 火 チーズサンド ハムと きゃべつのソテー プチトマト 

ポークシチュー  メロン 

せんべい  牛乳     

おにぎり「わかめ」 

おやつ煮干 麦茶 

25 水 三色ご飯 オクラとかまぼこの海苔あえ 味噌汁「油揚げ、茄子」 

デラウエア 

ビスケット  牛乳 

鯛そうめん 麦茶 

26 木
音楽

ひじきご飯 マーボー豆腐 スティックキュウリ  

実だくさん汁 パイナップル 

せんべい  牛乳 

枝豆 クラッカー 牛乳 

27 金
０歳児健診

ご飯  肉野菜炒め  ちくわの磯辺揚げ   

味噌汁「じゃが芋、にら」 メロン 

せんべい  牛乳 

バナナ せんべい 牛乳 

28 土 スパゲティミートソース ツナサラダ プチトマト 

スープ「わかめ、コーン」 メロン 

せんべい  牛乳 

デニッシュパン 牛乳 

29 日

30 月 ご飯 魚（すずき）のバーベキューソース 夏野菜のマヨネーズ和え 

焼きとうもろこし 味噌汁「油揚げ、あおさ」 すいか（小玉） 

せんべい  牛乳 

セサミパウンドケーキ 牛乳 

31 火 ホワイトカレー 春雨ともやしのソテー  

 スープ「ベーコン、いんげん」 メロン 

せんべい  牛乳 

お好み焼き 牛乳 


