
残暑の中にも、朝晩は秋の気配を感じる季節になりました。 

さて、杉並区の保育需要について学ぶ機会がありました。現在杉並区の人口は約 54万人、就学前人口

は 22,027 人です。2003 年は 19,594 人でしたから、全国的には少子化ですが住宅都市部では就学前人口が

増加しています。 

 では、将来の人口動態はどうなっていくのでしょうか。区の推計では今から 10 年後 2022 年の就学前人

口は 19,835 人、今よりも緩やかに減少していくと予測されています。ところが保育需要は 2012 年現在

6,914 人ですが、2022 年には 7,716 人に達し人口減少にも関わらず増加すると予測しています。今よりも

さらに女性の社会進出、経済的困窮、団塊ジュニア出産適齢期到来や、ファミリーマンションや一戸建住

宅建設が加速し、子育て世代が増加するのだそうです。現状でもフルタイム労働にもかかわらず入園でき

ないのに今後 10年以上もこの状態が続くのでは、少子化を改善することはできません。効果的な施策を

官民一体で講ずることが求められています。

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

人は、「まず自分が救われたい」と思います。ところが自分だけが救われたら、それが救いか

というと、仏教ではどうもそうではないようであります。 

 つまり人を救う気持ちを起こす、いわゆる利他心、思いやりの心を起こすことこそが救われで

あると教えられているのです。利己心だけの人間から、「仏さまの教えをぜひ知ってほしい。そ

して救われてほしい」と、人さまに対する利他心を持った人間にならせて頂く。そのことによっ

て初めて人間は救われると教えられているのであります。 

『立正佼成会ホームページ』より 
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「救われ」とは 

入園児紹介退園児紹介

～今月はいません～ ～今月はいません～

◆ 育子園正門前で自転車同士の接触事故が発生しました ◆

 自転車の交通事故が増えています。育子園正門前でも自転車同士の接触事故が発生しました。園に出入

りする時は降車して、十分に安全確認を行ないましょう。



予 定 表                                        2012.09

9 月 主な行事 ラ ン チ おやつ 
午前 

Happy Birhday
午後 

1 土 チャーハン ハムサラダ スープ「鶏、たけのこ」 

みかん 

せんべい 牛乳 

カステラ 牛乳 

2 日

3 月 ご飯 煮魚（1 才：ぎんだら 2 才、幼：シルバー）  

野菜のごま和え マッシュポテト 味噌汁「油揚げ、茄子」 梨 

せんべい 牛乳 

ソース焼きそば 麦茶 

4 火 ピタパン 豚肉のケチャップ炒め  

ラタトゥイユのチーズ焼き ポトフ りんご 

せんべい 牛乳 

鶏飯［沖縄の郷土料理] 麦茶

5 水 鮭寿司 ぎせい豆腐 切干大根の煮物 

味噌汁「かぶ、わかめ」 巨峰 

ビスケット 牛乳 

さつま芋の揚げまんじゅう 牛乳 

6 木 音楽クラブ 
ご飯 魚（メルルーサ）の甘酢あんかけ たたきごぼう 

味噌汁「麩、ほうれん草」 梨 

せんべい 牛乳 

手作りクッキー[うみ G リクエスト] 

バナナ 牛乳 

7 金 トマトカレー グリーンサラダ 

スープ「ピーマン、コーン、ベーコン」 りんご 
せんべい 牛乳 
ごまクリームサンド おやつ煮干 牛乳

8 土 焼きうどん 里芋のそぼろ煮 

味噌汁「麩、つまみ菜」 みかん 

せんべい 牛乳 

ココアシリアル せんべい 牛乳 

9 日

10 月 ご飯 鮭の塩焼き もやしの炒め物 さつまいもの甘煮 

味噌汁「豆腐、にら」 梨 
せんべい 牛乳 
レーズンサンドクラッカー 野菜ジュース

11 火 おかかふりかけご飯 すき焼き風煮 

実だくさん汁 りんご 

せんべい 牛乳 

じゃこトースト 牛乳 

12 水 誕生会
コーンピラフ 鶏のから揚げ[そら G リクエスト] 

りんごサラダ スープ「玉ねぎ、ほうれん草」 巨峰 

ビスケット 牛乳 

フルーツパフェ のむヨーグルト 

13 木 タンメン[にじ G リクエスト]

じゃが芋のドライカレー焼き 梨 

せんべい 牛乳 

白玉風ご飯 麦茶 

14 金 ０歳児健診 
ご飯 魚（カラスガレイ）の野菜蒸し わかめサラダ 

味噌汁「大根、ねぎ」 りんご 

せんべい 牛乳 

バナナ せんべい 牛乳 

15 土 チャーハン ハムサラダ スープ「鶏、たけのこ」 

みかん 

せんべい 牛乳 

カステラ 牛乳 

16 日
17 月 敬老の日 

18 火 ピタパン 豚肉のケチャップ炒め  

ラタトゥイユのチーズ焼き ポトフ りんご 

せんべい 牛乳 

鶏飯［沖縄の郷土料理] 麦茶 

19 水 鮭寿司 ぎせい豆腐 切干大根の煮物 

味噌汁「かぶ、わかめ」 巨峰 

ビスケット 牛乳 

さつま芋の揚げまんじゅう 牛乳 

20 木 音楽クラブ
ご飯 魚（メルルーサ）の甘酢あんかけ たたきごぼう 

味噌汁「麩、ほうれん草」 梨 

せんべい 牛乳 

手作りクッキー[うみ G リクエスト]
バナナ 牛乳 

21 金 トマトカレー グリーンサラダ 

スープ「ピーマン、コーン、ベーコン」 りんご 
せんべい 牛乳 
ごまクリームサンド おやつ煮干 牛乳

22 土 秋分の日 

23 日

24 月 ご飯 鮭の塩焼き もやしの炒め物 さつまいもの甘煮 

味噌汁「豆腐、にら」 梨 
せんべい 牛乳 
レーズンサンドクラッカー 野菜ジュース

25 火 交通安全教室
おかかふりかけご飯 すき焼き風煮 

実だくさん汁 りんご

せんべい 牛乳 

じゃこトースト 牛乳 

26 水 英語教室 
ご飯 鶏のから揚げ[そら G リクエスト] 甘酢和え 

味噌汁「小松菜、しめじ」 巨峰 

ビスケット 牛乳 

りんごのケーキ 牛乳 

27 木 タンメン[にじ G リクエスト]

じゃが芋のドライカレー焼き 梨 

せんべい 牛乳 

おにぎり「ツナ」 麦茶 

28 金 ０歳児健診 
ご飯 魚（カラスガレイ）の野菜蒸し わかめサラダ 

味噌汁「大根、ねぎ」 りんご 

せんべい 牛乳 

バナナ せんべい 牛乳 

29 土 焼きうどん 里芋のそぼろ煮 

味噌汁「麩、つまみ菜」 みかん 

せんべい 牛乳 

ココアシリアル せんべい 牛乳 

30 日


