
 

 

 

 

 

中妻子供の家保育園 令和元年.８.１発行 担当 阿部 

 

 いよいよ８月になり夏本番ですね。保育園では、７月後半から、待ちに待ったプール遊びが始まり、   

子どもたちのはしゃぎ声が聞こえます。安全面には十分気を付けながら、水遊びを楽しみたいと思います。 

 先日は、お忙しい中、夏祭りに参加していただき、ありがとうございました。今年度の夏祭りも、天候

に恵まれ、園庭にて開催する事が出来ました。子ども達の甚平や浴衣姿がとても可愛かったですね。また、

大好きな踊りを踊ったり、親子でくじやおもちゃすくい等の出店を回ったりして、楽しいひと時を過ごす

事が出来ましたね。 

保護者の皆さんには、会場の準備や出店の係り、後片付け等のご協力をして頂き、ありがとうございま

した。 

 保育園では、感染症や熱や咳、鼻水等の症状でお休みするお子さんがみられます。子どもたち一人   

ひとりの健康状態を把握しながら、過ごしていきたいと思います。 

 園長 八幡 雅子 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～８月の行事予定～ 
６日(火)～９日(金) ボランティア保育実習(１名) 

１３日(火)～１７日(土) お弁当の日 

２０日(火) 大平プール(ぱんだ組)  

２２日(木) 体育教室 

２３日(金) 誕生会  

２６日(月) 読み聞かせの会 

２７日(火) ラグビー教室(ぱんだ組) 

２９日(木) 体育教室、釜中総合文化部ボランティア活動 

３０日(金) 大平プール(ぱんだ組) 

３１日(土) ０、１、２歳児保育参観・給食試食会  

(保育参観に伴い、お弁当の日となります。) 

 

～子育て支援センタ―行事～ 
７日(水)１歳児親子サークル 

のびのびサークル(水遊び) 

９日(金)出前保育(中妻地区) 

２８日(水)みんなのひろば(お店屋さんごっこ) 

※毎週水曜日の午前中は身体測定となります。 

 

☆８月１３日(火)～１６日(金)までは 

お盆期間中の為、お仕事の方のみの保育と 

させていただきます。保育を希望される方は、担任ま

でお知らせください。給食は１３日(火)～１７日(土)

までありませんので、果物付きのお弁当をお願いしま

す。 

☆お盆前に、布団一式、着替え、上靴の持ち帰りとな

っています。日光消毒や洗濯をしてから休み明けにお

持ちください。また、持ち物全てに記名がされている
か、サイズ確認をお願いします。 

☆クラスだより☆ 

☆ひよこ０組☆ 

先月は夏祭りの参加、協力等ありがとうございました。子ども達もお飾り作り頑張りましたよ。   

練習でもパプリカの音楽に合わせて体を揺らしたり楽しんでいました♪夏祭り後は体調を崩す子も 

いましたが、今月はお盆休みもあるので、ゆっくり過ごせるといいですね。 

そして、私事ではありますが、お盆休み明けから産休に入ります。お休みには入りますが、娘がひよこ

１組にいるので行事等ではお子さんの成長した姿を見れることを楽しみにしています。 

☆ひよこ１組☆ 

先日の夏祭りでは、出店の手伝い等ご協力ありがとうございました。天候にも恵まれ無事に終える事

が出来ました。８月はいよいよ夏本番！！水遊びも始まります。衣服の調整や水分補給をしっかりと

行い楽しみたいと思います。 

☆ひよこ２組☆ 

先月は夏祭り参加へのご協力ありがとうございました。夏祭りに向けて大きい友だちとダンスを  

楽しんだり、お化けの製作を楽しんだ子ども達。「おばけなんてないさ」の歌も大好きですよ♪     

今月は体調を見ながらプール遊びを楽しみたいとと思います。 

☆りす組☆ 

皆で育てていたトマトを収穫する事が出来ました。給食で出してもらいましたが、香りもよく甘くて

おいしいトマトでした。子ども達は自分の手で収穫する事が出来、大喜びでした😊ナスやキュウリの 

生長にも興味を持ち毎日楽しみに畑を見ている子ども達です。色々な野菜をたくさん食べられるよう

になるといいですね。 

☆うさぎ組☆ 

夏祭りも終わり、子ども達が楽しみにしていたプール遊びの時期がやってきましたね☆子ども達も 

「きょう、ぷーる、はいる？」と毎日プールに入ることを楽しみにしています。水分補給や休憩を   

しながら夏ならではの遊びを思い切り楽しんでいきたいと思います♪ 

☆ぱんだ組☆ 

夏祭りででは、準備やご協力、参加をありがとうございました。みんなとても楽しそうでしたね。   

当日まで毎日言葉を練習し、家でも頑張ったお友だちもいて、当日はスムーズに言う事が出来、    

感動しました！看板作りもみんなで楽しく作る事が出来ました。次は、みんなで協力して組体操も  

頑張りますので、励ましてあげてくださいね。体調に気を付けて一つ一つの行事を楽しみたいですね。 

 

 

 

 
お知らせ 

 
８月３１日(土)に未満児保育

参観が行われます。詳細は、 

別紙をご覧下さい。 

保育参観に伴い、土曜保育の

給食はありませんので、利用

の方はお弁当となります。 

また、未満児クラスで、参観後

午後保育を希望の方も同様に

お弁当の用意をお願いしま 

す。 

☆退園のお友だち☆ 

 



　中妻子供の家保育園

幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳
肉じゃが 卵とじタンメン 食パンサンド（胡瓜・チーズ）
若布の酢みそ和え 五目厚焼卵 豚肉の生姜焼
ブロッコリーのおかか和え 法蓮草と赤黄ピーマンの トマト
清汁 　　おかか和え しらすとはんぺんと
果物（ブルーベリー） トマト 　　　　　　　若布のスープ
米飯 果物　西瓜 果物　（ゴールドキウイ）

麦茶 幼児牛乳 カルシウムヨーグルト
フレンチトースト 練乳ルサンド ソフトせんべい

エネルギー 456Kcal エネルギー 648Kcal エネルギー 463Kcal
たんぱく質 20.9g たんぱく質 29.9g たんぱく質 21.2g
脂　質 12.6g 脂　質 17.0g 脂　質 15.7g

幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳 幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳
豆腐と鶏挽のつくね煮 豚肉の生姜焼 うずらの卵とがんもの含煮 鮭のマヨネーズ焼き 豆みそそば ロールパン
和風サラダ 春雨ひじき和え 五目きんぴら 春雨のいり煮 金時の煮豆 鶏手羽のポトフ煮
キャベツ二色マヨドレ和え ブロッコリーのごま和え 小松菜とコーンのごま和え 法連草ののりしょう油和え ジャーマンポテト ブロッコリーマヨドレ
みそ汁 みそ汁 みそ汁 豚汁　 ブロッコリーカレー味 ベビーチーズ
果物　（オレンジ） 果物（メロン） 果物（バナナ） 果物　（小玉西瓜） 果物　（オレンジ） トマト
米飯 米飯 米飯 米飯 果物（バナナ）

ジョア（パイン） 麦茶 麦茶 ソフール（ストロベリー） 幼児牛乳 マスカットゼリー
とうもろこし 黒糖蒸しパン 焼きそば 五穀ビスケット チョコサンド 味しらべ

エネルギー 516Kcal エネルギー 439Kcal エネルギー 548Kcal エネルギー 480Kcal エネルギー 563Kcal エネルギー 510Kcal
たんぱく質 22.4g たんぱく質 16.9g たんぱく質 22.3g たんぱく質 22.9g たんぱく質 20.3g たんぱく質 17.6g
脂　質 14.4g 脂　質 7.4g 脂　質 17.2g 脂　質 10.7g 脂　質 20.9g 脂　質 20.5g

飲み物 飲み物 飲み物 飲み物 飲み物
お菓子 お菓子 お菓子 お菓子 お菓子

幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳 幼児牛乳

うずらの卵と手羽の煮物 ハンペンフライ ナゲット風 豆ドライカレー コーンクリームスパゲティ ミニクロワッサン
スパゲティサラダ 茄子のみそ炒め 切干大根のカレーソテー シルバーサラダ 炒り卵のかに玉風あんかけ チキンスープカレー
キャベツののり醤油和え 水菜ともやしのお浸し にらともやしのナムル 赤黄ピーマンソテー 胡瓜（マヨネーズ） ツナ入り炒り卵
みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 トマト ブロッコリーマヨドレ
果物（メロン） 果物（バナナ） 果物　（オレンジ） 果物　（小玉西瓜） 果物（メロン） トマト
米飯 米飯 米飯 米飯 果物（バナナ）

ジョア（プレーン） 麦茶 麦茶 麦茶 オレンジゼリー 元気ヨーグルト
フライドポテト シリアルクリームチョコかけフレンチトースト じゃが大学 まがりせんべい クラッカー

エネルギー 587Kcal エネルギー 553Kcal エネルギー 490Kcal エネルギー 561Kcal エネルギー 584Kcal エネルギー 591Kcal
たんぱく質 23.2g たんぱく質 17.5g たんぱく質 21.0g たんぱく質 19.8g たんぱく質 20.2g たんぱく質 20.2g
脂　質 19.3g 脂　質 15.4g 脂　質 19.2g 脂　質 16.9g 脂　質 26.5g 脂　質 27.9g

幼児牛乳 ヨーグルト 幼児牛乳 幼児牛乳 ヨーグルト
カレー麻婆豆腐 松風焼き 磯香炒り卵 かじきのフライ みそラーメン 未満児

チンゲン菜のさっと煮 ひじきの煮物 ポテトサラダ 切干大根の酢の物 黒豆サラダ おやつ試食会
長芋の甘みそかけ マカロニケチャップソテー春雨二色和え キャベツとアスパラカレー味南瓜のいとこ煮
清汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 トマト ブルーベリーヨーグルト
果物　（オレンジ） 果物（バナナ） 果物（メロン） 果物　（小玉西瓜） 果物（バナナ） 　　　ミルク
米飯 米飯 米飯 米飯 一口パリパリピザ

イオン飲料
ジョア（ストロベリー） 麦茶 麦茶 麦茶 幼児牛乳 ミルージュ ぱりんこ
ごまラスク フルーツサンド バナナヨーグルト和え きなこ団子 ジャムパン バームロール

エネルギー 576Kcal エネルギー 684Kcal エネルギー 477Kcal エネルギー 464Kcal エネルギー 612Kcal エネルギー 208Kcal
たんぱく質 24.4g たんぱく質 26.0g たんぱく質 18.7g たんぱく質 18.4g たんぱく質 21.6g たんぱく質 8.8g
脂　質 17.5g 脂　質 19.6g 脂　質 14.0g 脂　質 11.6g 脂　質 13.0g 脂　質 8.5g

お知らせ

☆１３（火）から１７（土）は、お盆のためお弁当になります。

　果物、箸、スプーン等も忘れず持たせて下さい。

☆３１（土）は、おやつ試食会があります。楽しみにお待ち

　しております。尚、午後保育の方は、お弁当の用意を

　お願いいたします。

26日 27日 28日 29日 30日 31日

19日 20日 21日 22日 23日誕生会 24日

振替休日 お弁当 お弁当 お弁当 お弁当 お弁当

12日 13日 14日 15日 16日 17日

5日 6日 7日 8日 9日 10日

土

1日 2日 3日

８月の献立表 ひよこ０・ひよこ１・ひよこ２組

月 火 水 木 金



中妻子供の家保育園

※ごはんはいりません ※ごはんはいりません

肉じゃが 卵とじタンメン 食パンサンド（胡瓜・チーズ）
若布の酢みそ和え 五目厚焼卵 豚肉の生姜焼
ブロッコリーのおかか和え法蓮草と赤黄ピーマンの トマト
清汁 おかか和え しらすとはんぺんと
果物（ブルーベリー） トマト 　　　　　　若布のスープ

果物　西瓜 果物　（ゴールドキウイ）

おしどり牛乳 おしどり牛乳 カルシウムヨーグルト
フレンチトースト 練乳ルサンド ソフトせんべい

エネルギー 464Kcal エネルギー 653Kcal エネルギー 560Kcal
たんぱく質 26.8g たんぱく質 32.0g たんぱく質 24.3g
脂　質 16.6g 脂　質 18.2g 脂　質 15.2g

※ごはんはいりません ※ごはんはいりません

豆腐と鶏挽のつくね煮 豚肉の生姜焼 うずらの卵とがんもの含煮 鮭のマヨネーズ焼き 豆みそそば ロールパン
和風サラダ 春雨ひじき和え 五目きんぴら 春雨のいり煮 金時の煮豆 鶏手羽のポトフ煮
キャベツ二色マヨドレ和えブロッコリーのごま和え 小松菜とコーンのごま和え 法連草ののりしょう油和えジャーマンポテト ブロッコリーマヨドレ
みそ汁 みそ汁 みそ汁 豚汁　 ブロッコリーカレー味 ベビーチーズ
果物　（オレンジ） 果物（メロン） 果物（バナナ） 果物　（小玉西瓜） 果物　（オレンジ） トマト

果物（バナナ）

ジョア（パイン） おしどり牛乳 おしどり牛乳 ソフール（ストロベリー）おしどり牛乳 マスカットゼリー
とうもろこし 黒糖蒸しパン 焼きそば 五穀ビスケット チョコサンド 味しらべ

エネルギー 433Kcal エネルギー 381Kcal エネルギー 515Kcal エネルギー 385Kcal エネルギー 714Kcal エネルギー 580Kcal
たんぱく質 23.9g たんぱく質 19.8g たんぱく質 25.1g たんぱく質 25.6g たんぱく質 23.6g たんぱく質 20.8g
脂　質 15.2g 脂　質 12.0g 脂　質 22.1g 脂　質 10.5g 脂　質 28.9g 脂　質 22.4g

飲み物 飲み物 飲み物 飲み物 飲み物
お菓子 お菓子 お菓子 お菓子 お菓子

※ごはんはいりません ※ごはんはいりません

うずらの卵と手羽の煮物 ハンペンフライ ナゲット風 豆ドライカレー コーンクリームスパゲティ ミニクロワッサン
スパゲティサラダ 茄子のみそ炒め 切干大根のカレーソテー シルバーサラダ 炒り卵のかに玉風あんかけ チキンスープカレー
キャベツののり醤油和え 水菜ともやしのお浸し にらともやしのナムル 赤黄ピーマンソテー 胡瓜（マヨネーズ） ツナ入り炒り卵
みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 トマト ブロッコリーマヨドレ
果物（メロン） 果物（バナナ） 果物　（オレンジ） 果物　（小玉西瓜） 果物（メロン） トマト

果物（バナナ）

ジョア（プレーン） おしどり牛乳 おしどり牛乳 おしどり牛乳 オレンジゼリー 元気ヨーグルト
フライドポテト シリアルクリームチョコかけフレンチトースト じゃが大学 まがりせんべい クラッカー

エネルギー 487Kcal エネルギー 495Kcal エネルギー 511Kcal エネルギー 507Kcal エネルギー 670Kcal エネルギー 768Kcal
たんぱく質 20.8g たんぱく質 17.7g たんぱく質 26.3g たんぱく質 19.7g たんぱく質 21.4g たんぱく質 25.1g
脂　質 20.8g 脂　質 21.2g 脂　質 25.5g 脂　質 22.8g 脂　質 26.6g 脂　質 38.5g

※ごはんはいりません

カレー麻婆豆腐 松風焼き 磯香炒り卵 かじきのフライ みそラーメン
チンゲン菜のさっと煮 ひじきの煮物 ポテトサラダ 切干大根の酢の物 黒豆サラダ 未満児
長芋の甘みそかけ マカロニケチャップソテー春雨二色和え キャベツとアスパラカレー味南瓜のいとこ煮 おやつ試食会のため
清汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 トマト

果物　（オレンジ） 果物（バナナ） 果物（メロン） 果物　（小玉西瓜） 果物（バナナ） お弁当

ジョア（ストロベリー） おしどり牛乳 おしどり牛乳 おしどり牛乳 おしどり牛乳 ミルージュ
ごまラスク フルーツサンド バナナヨーグルト和え きなこ団子 ジャムパン バームロール

ぱりんこ
エネルギー 481Kcal エネルギー 560Kcal エネルギー 445Kcal エネルギー 450Kcal エネルギー 590Kcal エネルギー Kcal
たんぱく質 23.7g たんぱく質 25.7g たんぱく質 21.7g たんぱく質 23.5g たんぱく質 21.0g たんぱく質 g
脂　質 18.7g 脂　質 22.4g 脂　質 17.6g 脂　質 15.2g 脂　質 12.2g 脂　質 g

お知らせ

☆１３（火）から１７（土）は、お盆のためお弁当になります。

果物、箸、スプーン等も忘れず持たせてください。

☆３１（土）は、未満児のおやつ試食会がありますので、以上児は、
お弁当となります。

☆園庭の畑から次々と収穫された野菜が給食に登場しております。

ブロッコリーもあるみたいですよ。お迎えの帰りにでも見て下さいね。

８月の献立表 りす・うさぎ・ぱんだ組

月 火 水 木 金 土

1日 2日 3日

5日 6日 7日 8日 9日 10日

12日 13日 14日 15日 16日 17日

振替休日 お弁当 お弁当 お弁当 お弁当 お弁当

19日 20日 21日 22日 23日誕生会 24日

26日 27日 28日 29日 30日 31日
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