社会福祉法人

ミッドナイトミッションのぞみ会

望みの門方舟乳児園
乳児院

千葉県富津市湊 705
〒299-1607

Fax0439-67-2134
℡0439-67-2131

URL http://www.nozominomon.or.jp

発行者

田尻 隆
編集者

高橋 明日香

創刊号 2009 年 8 月 1 日

はこぶね出航！
園長 田尻 隆
暑中お見舞い申し上げます。
梅雨明け後、今年もギラギラした夏の太陽を
期待していましたが、なんだか梅雨が逆戻りし
てきたような天気が続いています。湿度も連日
８０～９０％で何もしていなくても疲れが襲
ってくる気がします。と言うのは大人だけのよ
うで、はこぶねの８人の子どもたちは元気にこ
の夏を迎えています。
はじめは慣れない場所で一晩中泣き続ける
子どもに付き合おうと試みましたが、明け方に
は先にダウンしてしまいました。最近ではよう
やく子どもも私たちも生活のリズムがついて
きたようで、６時起床、８時朝食、午前の遊び、
１２時昼食、お昼寝、おやつ、入浴、１８時夕
食、２０時入眠、というパターンで落ち着いて
います。
「はこぶね」の名前の由来については法人機
関紙「望みの門」にて触れましたが、この紙面
をお借りしてもう少し書かせて頂きます。はこ
ぶねの大きさは長さ１３５メートル、幅２２．
５メートル、高さ１３．５メートルで、あのタ
イタニック号と同じくらいと言われています。
造船所は海の近くにあるのが当たり前です。し
かしなんとノアはこの巨大な船を自宅近くで
作り始めたのです。「海も河もないところに造
って、どうするの」「舵も動力もなくて、どう

動かすの」「いったいこの箱は何」人々からの
好奇のまなざしにさらされながらもノアとそ
の家族は力を合わせ愚直に舟の製作に取り掛
かります。聖書にはノアのことを「神に従う無
垢な人」と書いてありますが、ノアはまさに目
には見えない神さまの声を信じ、まだ見ない出
来事を信じ、一生懸命努力する人でした。
放っておけば、私たちは誰でも目に見えるも
のに支配されてしまう弱い存在です。もっとお
金が欲しい。もっと高級なものが欲しい。もっ
と高い地位につきたい。・・・私たちは目に見
えないものより、お金や仕事の業績、はっきり
証拠になるもの、見えるものばかりを信頼し、
それが最も大切なものだと信じ込んでしまっ
てはいないでしょうか。しかしこれらを達成し
たところで何かが満たされるのでしょうか？
私たちの欲望には限りがありません。だから目
に見えないものの大切さを見失ってはならな
いと思います。「プレゼント」をもらった時に、
その目に見えるプレゼントの裏側、背後に隠れ
ている目に見えない温かい気持ち、愛情、心根
こそが大切だと気付きたいものです。それが、
この閉塞した時代に必要な新しい価値観とな
るのではないでしょうか。
真の希望は見えるものからではなく見えな
いものから与えられるものなのでしょう。私た
ちの身のまわりで働きかけるこの見えない力
を信じゆだねて、日々子どもたちと共に誠実に
歩んでいきたいと思います。

『望みの門方舟乳児園』

４月１日開設
（端午の節句）

５月５日 こどもの日

４月中旬より、まーちゃんとゆーちゃんの
二人が職員十人と共に生活をしていく家族の
一員に加わり、職員共々一からの生活が始ま
りました。首がすわって喜び、寝返りが出来
て喜び、などと園児の成長が職員たちの毎日
の楽しみです。成長と共にたくさん笑顔がで
るようになり、『あー』『うー』とおしゃべ
りするようにもなりました。
ゆーちゃんは５月中旬に家庭復帰というこ
とで退園しましたが、６月前半に最年少のか
ーくんが家族の一員に加わることになりまし
た。そして、６月後半にはまーちゃん、ゆー
くん、なーくん、７月にはだーくん、るーち
ゃん、７月後半になーちゃんと、現在８人の
子どもたちと日々楽しく生活をしています。

間違えやすい、花菖蒲と菖蒲の違いとは紫
系の美しい花で目を楽しませてくれる花菖蒲
はアヤメ科の植物で、花菖蒲を湯船に浮かべ
ても香りや効能を楽しむことはできず、お風
呂に入れる菖蒲はサトイモ科の植物で、その
葉っぱに独特の芳香があり、茎や根っこに血
行促進や鎮痛作用があります。菖蒲にも一応
花は咲きますが、花菖蒲のような華やかなも
のではなく、ガマの穂のような地味な花です。

お食い初め（おくいぞめ）とは、正式には
『御百日祝い』のことで、赤ちゃんの生後百
日目～百二十日に行われる儀式で『百日の祝
い』とも言います。個人差はありますが、赤
ちゃんが生まれてから約百日後に乳歯が生え
始めるので、この時期に『一生涯、食べるこ
とに困らないように』との願いを込めて、赤
ちゃんに食事を食べる様子をさせる儀式が

５月６日 お食い初め

こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こ
どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」
ことを趣旨としているので、男女関係なく祝
う日です。なので、女の子のまーちゃんとゆ
ーちゃんも沐浴時に菖蒲湯を行いました。ま
ーちゃんとゆーちゃんの頭に菖蒲の葉を巻き、
それぞれ菖蒲湯に入りました。楽しそうに湯
につかり、気持ちよさそうにしていました。
『端午の節句』は別名『菖蒲の節句』という
ように、本来は菖蒲が主役の厄祓い行事でし
た。香り豊かで風情があるばかりでなく、厄
除け効果も抜群で、菖蒲なくして端午の節句
は成立しないほどです。いろいろな楽しみ方
がありますがその代表が菖蒲湯です。
香りは葉から、血行促進や保温効果は茎の部
分になるので、両方を十本くらい用意して束
ねます。浴槽が空のうちから菖蒲を入れて、
４２度～４３度の高めの温度で給湯し香りを
高めてから冷まして入ると効果的です。楽し
みの一つとして、湯船に浮かべた細長い菖蒲
の葉を一本とって頭に巻いてはちまきにし、
『こうすると健康で頭が良くなるんだよ』と
おまじないをするというのもいいのではない
でしょうか。まーちゃんとゆーちゃんも頭に
菖蒲を巻いて記念撮影なども行いました。

『お食い初め』です。このお食い初めは平安
時代から続いてきた、歴史ある伝統的な儀式
です。
伝統的な形のお食い初めでは、一汁三菜の
『祝い膳』が用意されます。これには鯛など
御頭つきの魚、赤飯、汁物、焚き物、香の物、
紅白の餅、歯固め石が供され、食器は正式に
は漆器で高足の御膳にしつらえます。器の漆
の色も赤ちゃんの性別で異なり、男児は内外
ともに赤色で女児は黒色で内側が赤色。歯固
め石は古くからの習わしでは地元の神社の境
内で見つける小石で、儀式が終われば境内へ
納めるのがルール。そのいわれは、小石のよ
うに硬いものも食せる程、丈夫な歯を赤ちゃ
んが授かるように祈ることから、とのこと。
地域によっては固いクリの実であることもあ
るそうです。

この日はまーちゃんとゆーちゃんの二人の
お食い初めを行いました。二人とも機嫌も良
くニコニコしながらのお食い初めで、ゆーち
ゃんはお吸い物をスプーンで口までもってい
くと上手に一口飲むことができました。思い
のほか美味しかったのか、物欲しそうにじっ
とお吸い物のお椀を見ながら足をばたつかせ
ていました。歯固め石は置きませんでしたが、
祝善もきれいに作ってもらって、二人ともと
ても嬉しそうでした。

寄贈品
ありがとうございました
新しく始まった当園に玩具や衣類など、子
供たちのために温かいご協力をいただき、職
員一同誠に有り難く感じております。ここに
御礼を申し上げるとともにお名前を記載させ
ていただきます。
旭屋 花房恭子さま
伊藤建設興業株式会社さま
佐藤政子さま
坂本さま
ヤクルト 幕田涼子さま
日本キリスト教団 茂原教会さま
望みの門京葉後援会さま
日本キリスト教団 西千葉教会さま

編集後記

４月に設立した当園は、まだまだ始まった
ばかりですが地域の方々や他の施設の方々に
たくさんのご支援・ご指導いただき、４ヶ月
間やってまいりました。皆さまに助けられ、
ここまでやっていくことができたということ
をここに深く感謝したいと感じています。
これからの施設であり、至らないところも
あると思います。そのため皆様方にたくさん
のお力を借りるになることもあると思います
が、今後ともご支援・ご協力のほどよろしく
お願いいたします。
（ＡＴ）
「はこぶね」創刊号いかがでしたでしょう
か？若き編集者の今後の活躍にご期待くださ
い。庭の木では連日カブトムシ・クワガタ・
スズメバチによる樹液争奪合戦が繰り広げら
れ、改めてこの上総湊の自然の豊かさを実感
しています。虫嫌いの私にとってはかなりキ
ツイ状況なのですが・・・。

（Ｔ２）
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園長

田尻 隆

介
副主任児童指導員

井本 千鶴

出身地：宮崎県宮崎市

出身地：千葉県千葉市

血液型：B 型

血液型：A 型

趣味・特技：長風呂

趣味・特技：パラグライダーしてみたいな。

好きな食べ物：方舟特製！スパニッシュオムレツ

好きな食べ物：ラーメン

一言：敬愛する三沢さんへ「天国の馬場さんやジャン

一言：一日一歩 一歩一歩を大切に 子どもたちと一緒

ボと一緒にプロレス界を見守っていてください。」

に歩いていきたいです。

看護師

保育士

足立 利江

榎本一代

出身地：千葉県旭市

出身地：福島県

血液型：Ｏ型

血液型：B 型

趣味・特技：料理・お菓子作り

趣味・特技：子供の剣道の追っかけ

好きな食べ物：シチュー

好きな食べ物：くだもの

一言：みんなで楽しく仕事が出来るよう、頑張りたいと思い

一言：日々、子供と共に成長していきたいです。お母さ

ますのでよろしくお願いします。

んはガンバルゾ！！

保育士

児童指導員

佐藤 節子

高橋 明日香

出身地：千葉県富津市

出身地：千葉県市川市

血液型：A 型

血液型：B 型

趣味・特技：バスケットボール・ボーリング

趣味・特技：読書・数独

好きな食べ物：チョコレートケーキ

好きな食べ物：エイヒレ・茎わかめ

一言：明るさだけがとりえの私です。よろしくお願いします。

一言：毎日楽しく笑顔で生活していきたいと思ってい
ます。

保育士

島野 佳央里

保育士

岩田 唯

出身地：千葉県木更津市

出身地：千葉県君津市

血液型：O 型

血液型：A 型

趣味・特技：岩盤浴・バスケット

趣味・特技：映画鑑賞・カラオケ・バスケット

好きな食べ物：いちご（フルーツ全部）、パスタ（タ

好きな食べ物：鶏肉・さくらんぼ

ラコ＆明太子）

一言：毎日子どもに囲まれて楽しく生活していま

一言：方舟乳児園の職員として・社会人としてまだまだ一

す。

年目で未熟ですが毎日子ども達と楽しく生活しています

保育士助手

高木 真奈美

副主任調理員

高嶋 則子

出身地：千葉県四街道市

出身地：遠野市

血液型：Ｏ型

血液型：O 型

趣味・特技：運動系

趣味・特技：家庭菜園、フラダンス

好きな食べ物：スイーツ全部☆

好きな食べ物：焼き魚。他何でも可

一言：よろしくお願いします！！

一言：健康で働けることに感謝。

