
～子育て支援センターの理用について～ 

  

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為３月２日から当分の間、お休みとなります。 

 

 

 

 

令和２年３月２日(月) 発行 中妻子供の家保育園 ２３－５５５０  担当 平野 

  

3 月に入り、春の訪れを感じますが、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症が心配されま

す。今後、状況に応じた対応をしていきたいと思います。 

 早いもので、令和元年度も終わりの月となりました。この一年間を振り返ると、いろいろな行事を経験

する中で、心も体も大きく成長した子ども達です。子ども達の成長した姿を保護者の皆様と喜び合いなが

ら、卒園・修了の日を迎えたいと思います。 

 保護者の皆様には、保育園の行事、運営について、何かとご支援、ご協力を頂きまして、誠にありがと

うございました。 

 今後ともご理解、ご協力をよろしくお願い致します。             園長 八幡 雅子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ぱんだ組】 先月は、お別れ遠足の準備、ご協力をありがとうございました。１５人それぞれの太さの

蕎麦ができて美味しかったです。早いもので、３月になりましたね。就学に向けて、お昼寝なしの日を設

けながら、意欲的に取り組んでいます。あと１ヶ月体調に気を付けながら、１日１日を大切に過ごしてい

きたいです。よろしくお願いします。  

【うさぎ組】 ひな祭りに向け、ひな人形を作りました。うさぎ組のお部屋には、表情豊かで、かわいい

おひなさまがいっぱいいます♪子ども達も、早く持ち帰って、お家の人に見せたいようです。 

 そしてうさぎ組もあと１ヶ月です。子ども達も「もうすぐ ぱんださん」と進級の喜びで、目をキラキ

ラさせています！今月も元気に楽しみましょう！ 

【りす組】 りす組で過ごすのも残り１ヶ月となりました。身の周りの事を自分でできるようになったり、

友達同士でルールのある遊びを楽しめるようになったりと、１年の成長が大きく見られるようになった子

ども達。うさぎ組に進級する事に期待と自信を持ち、残り１ヶ月を楽しく過ごしていきたいと思います。

１年間ありがとうございました。 

【ひよこ２組】 園では、箸を使っての食事やトイレトレーニングを意欲的に頑張っています！ 

 ひよこ２組での生活もあとわずかになりました。残り１ヶ月、お友達や先生と元気に楽しく過ごしてい

きたいと思います。 

【ひよこ１組】 ４月はあんなに小さかった、ひよこ１組。今では沢山お話したり、身の周りの事を積極

的に行ったりと、すっかり、お兄さん、お姉さんに成長しました！！来年からは、ひよこ２組へと進級で

す。いろいろな事にチャレンジし、ますます元気一杯のひよこ２組になって欲しいと思います。１年間あ

りがとうございました。 

【ひよこ０組】 歌「ゆきのぺんきやさん」が大好きで、子ども達から「ゆき、ゆき」と手を左右に振っ

て、歌ってほしいとリクエストされます。保育者が口ずさみ手話で表現すると、真似をして表現したり、

所々歌って楽しんでいますよ。低月齢児のお友達も、寝返りやお座り、ハイハイも上手になってきました。 

進級するお友達もひよこ０組のお友達も、残り１ヶ月となりますが、仲良く過ごしていきたいと思います。

１年間ありがとうございました。 

３月号 園だより 

      ２日(月)  安全点検 

      ３日(火)  ひなまつり誕生会 

     １１日(水)  卒園式総練習 

     １３日(金)  お別れ会 

     ２１日(土)  卒園式(9：30～) 

     ２６日(木)  修了式 

３０日(月)  年度末大掃除・各クラス引っ越し 

３１日(火)  新年度準備 ※お弁当の日 

※インフルエンザや新型コロナウイルスの感染防止対策と

して、行事の中止や内容変更等があると思いますが、ご理解

お願い致します。 

※今月の体育教室、読み聞かせの会は中止とします。 

                   

 

・３月の延長保育は２７日(金)までとなります。３０日(月)、３１日(火)は１８時までの保育となります

ので、ご協力をよろしく亜願いします。 

・新年度準備、各クラス引っ越しの為、年度末には、持ち物の持ち帰りをお願いします。名前のない持

ち物が目立ちますので、着替えや布団等、お子さんの全ての持ち物に、記名がされてあるか再度確認を

お願い致します。 

・３０日(月)、３１日(火)は「お弁当の日」となります。給食は出ませんので、よろしくお願い致します。 

・令和２年度の入園・進級式は、４月１１日(土)の予定です。詳細は決まり次第お知らせ致します。 

 

 

 

★新しいお友だち★ 

 

 

 

みんな仲良くしてね♪ 



中妻子供の家保育園

豆腐の中華煮 ちらし寿司 炒り卵五目カレーあんかけ 鮭のレモン漬け 磯うどん 食パン
長芋の甘みそかけ ひしもちポテト 小松菜のコーン和え もやしのごま酢和え 南瓜のいとこ煮 チキンスープカレー
キャベツと竹輪の和え物 五目きんぴら ひじきと豚肉のソテー 切干大根のカレーソテー ブロッコリーカレーマヨ和えブロッコリーマヨドレ
れんこんの清汁 花麩と京菜の清汁 みそ汁 みそ汁 トマト トマト
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物　（オレンジ） 果物（バナナ） 果物（レットグローブ） ツナ入り炒り卵
米飯 米飯 米飯 果物（バナナ）

ジョア（プレーン） 麦茶 麦茶 麦茶 幼児牛乳 マスカットゼリー
枝豆 桃色ゼリー 和風パリパリピザ ロールケーキ ホットケーキパン 味かるた
南部せんべい
エネルギー 592Kcal エネルギー 528Kcal エネルギー 478Kcal エネルギー 569Kcal エネルギー 544Kcal エネルギー 515Kcal
たんぱく質 27.8g たんぱく質 17.5g たんぱく質 19.8g たんぱく質 18.7g たんぱく質 18.5g たんぱく質 19.8g
脂　質 14.9g 脂　質 16.8g 脂　質 15.1g 脂　質 18.8g 脂　質 17.7g 脂　質 19.2g

ベーコンエッグ 竹輪フライマヨネーズかけ ポークビーンズ 肉じゃが 鶏肉のカレー風味唐揚げ 十勝ステックパン
にらともやしのお浸し キャベツの二色和え ブロッコリーごまマヨ和え 法蓮草のおかか和え ブロッコリーごま和え ふわふわ野菜スープ
中華サラダ すき昆布の煮物 りんごサラダ スパゲティサラダ ツナポテトサラダ 人参しりしり
みそ汁 みそ汁 清汁 みそ汁 スパゲティナポリタン ブロッコリーマヨドレ
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物（レットグローブ） 果物　（オレンジ） ウィンナーソテー トマト

もやしとピーマンの和え物
米飯 米飯 米飯 米飯 ミニトマト 赤飯　 果物（バナナ）

ジョア（ストロベリー） グレープゼリー 麦茶 麦茶 幼児牛乳 ソフール（ストロベリー）
バームクーヘン チーズボール シリアルクリームかけ 黒糖蒸しパン イチゴ生サンド ばかうけ

エネルギー 543Kcal エネルギー 534Kcal エネルギー 468Kcal エネルギー 514Kcal エネルギー 796Kcal エネルギー 522Kcal
たんぱく質 20.5g たんぱく質 16.7g たんぱく質 19.3g たんぱく質 19.7g たんぱく質 27.7g たんぱく質 19.4g
脂　質 18.7g 脂　質 14.4g 脂　質 14.8g 脂　質 10.4g 脂　質 33.9g 脂　質 15.3g

カレー麻婆豆腐 鶏肉グラタン 卵の千草焼 揚げ魚の三色あんかけ
若布としらすのソテー キャベツののり醤油和え ブロッコリー甘みそかけ ブロッコリーみそネ－ズ和え
ブロッコリーのおかか和え 南瓜のサラダ ひじきの煮物 切干大根の洋風炒め煮
みそ汁 みそ汁 二色スープ みそ汁
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物（白ぶどう） 果物（バナナ）
米飯 米飯 米飯 米飯

ジョア（プレーン） 麦茶 麦茶 麦茶
大学ポテト お好み焼 ごま団子 焼うどん

エネルギー 622Kcal エネルギー 613Kcal エネルギー 487Kcal エネルギー 517Kcal
たんぱく質 23.0g たんぱく質 23.0g たんぱく質 18.8g たんぱく質 19.0g
脂　質 18.4g 脂　質 20.1g 脂　質 15.5g 脂　質 14.4g

がんもと高野豆腐の盛合せ 根菜カレー 卵のキッシュ風 ハンペンフライ ロールパン 黒糖ロールパン
二色きんぴら せん切サラダ 連根のきんぴら ごぼうのじゃこ炒め クリームシチュー キャベツと豚肉の
野菜いため ブロッコリーマヨドレ 小松菜の三色ナムル シルバーサラダ ブロッコリー赤黄和え 　　　　　豆乳みそスープ
みそ汁 トマト みそ汁 みそ汁 大豆サラダ 蛇腹胡瓜のごま油和え
果物（デコポン） コーンス－プ 果物　（オレンジ） 果物（レットグローブ） トマト トマト
米飯 果物（りんご） 米飯 米飯 果物　（苺） ベビーチーズ

米飯 果物（バナナ）
ジョア（プレーン） 麦茶 麦茶 麦茶 幼児牛乳 プリン
ごまラスク にんじんもち フライドポテト フレンチトースト チョコサンド ハッピーターン

エネルギー 588Kcal エネルギー 558Kcal エネルギー 502Kcal エネルギー 494Kcal エネルギー 650Kcal エネルギー 552Kcal
たんぱく質 23.7g たんぱく質 17.2g たんぱく質 19.6g たんぱく質 18.1g たんぱく質 25.3g たんぱく質 23.1g
脂　質 22.5g 脂　質 15.8g 脂　質 20.6g 脂　質 17.4g 脂　質 25.7g 脂　質 21.8g

飲み物 飲み物
お菓子 お菓子

お知らせ
☆今月もぱんだ組のリクエストメニューが入っています。

☆１３日（金）はお別れ会後に会食会を行う予定です。

　今回はひよこ２組が参加します。

☆３０（月）、３１（火）は給食室清掃のため

　お弁当になります。

☆メニューは変更になる場合があります。

28日

30日 31日

23日 24日 25日 27日

お弁当 お弁当

16日 17日 18日 19日 20日 21日

9日 10日 11日 12日 　　13日お別れ会 14日
幼児牛乳幼児牛乳ヨーグルト

土

2日 　　　3日雛祭り・誕生会 4日 5日 6日 7日

３月の献立表 ひよこ０組・ひよこ1組・ひよこ２組

月 火 水 木 金

幼児牛乳 幼児牛乳ヨーグルト幼児牛乳ヨーグルト幼児牛乳

幼児牛乳ヨーグルト幼児牛乳

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

フルーツ盛り合わせ

卒園式春分の日

幼児牛乳 幼児牛乳

ヨーグルト幼児牛乳ヨーグルト幼児牛乳

　　26日修了式



中妻子供の家保育園

ご飯はいりません ご飯はいりません
豆腐の中華煮 ちらし寿司 炒り卵五目カレーあんかけ 鮭のレモン漬け 磯うどん 食パン
長芋の甘みそかけ ひしもちポテト 小松菜のコーン和え もやしのごま酢和え 南瓜のいとこ煮 チキンスープカレー
キャベツと竹輪の和え物 五目きんぴら ひじきと豚肉のソテー 切干大根のカレーソテー ブロッコリーカレーマヨ和えブロッコリーマヨドレ
れんこんの清汁 花麩と京菜の清汁 みそ汁 みそ汁 トマト トマト
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物　（オレンジ） 果物（バナナ） 果物（レットグローブ） ツナ入り炒り卵

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 おしどり牛乳 マスカットゼリー
枝豆 桃色ゼリー 和風パリパリピザ ロールケーキ ホットケーキパン 味かるた
南部せんべい
エネルギー 459Kcal エネルギー 585Kcal エネルギー 428Kcal エネルギー 591Kcal エネルギー 489Kcal エネルギー 696Kcal
たんぱく質 26.8g たんぱく質 19.0g たんぱく質 22.7g たんぱく質 23.7g たんぱく質 16.4g たんぱく質 25.6g
脂　質 13.9g 脂　質 17.3g 脂　質 21.3g 脂　質 25.4g 脂　質 15.9g 脂　質 25.1g

ご飯はいりません ご飯はいりません
ベーコンエッグ 竹輪フライマヨネーズかけ ポークビーンズ 肉じゃが 鶏肉のカレー風味唐揚げ 十勝ステックパン
にらともやしのお浸し キャベツの二色和え ブロッコリーごまマヨ和え 法蓮草のおかか和え ブロッコリーごま和え ふわふわ野菜スープ
中華サラダ すき昆布の煮物 りんごサラダ スパゲティサラダ ツナポテトサラダ 人参しりしり
みそ汁 みそ汁 清汁 みそ汁 スパゲティナポリタン ブロッコリーマヨドレ
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物（レットグローブ） 果物　（オレンジ） ウィンナーソテー トマト

米飯 ミニトマト お赤飯 果物（バナナ）
もやしとピーマンの和え物
フルーツ盛合せ

ジョア（ストロベリー） グレープゼリー おしどり牛乳 おしどり牛乳 おしどり牛乳 ソフール（ストロベリー）
バームクーヘン チーズボール シリアルクリームかけ 黒糖蒸しパン イチゴ生サンド ばかうけ

エネルギー 434Kcal エネルギー 386Kcal エネルギー 403Kcal エネルギー 456Kcal エネルギー 1015Kcal エネルギー 595Kcal
たんぱく質 19.9g たんぱく質 13.6g たんぱく質 20.2g たんぱく質 21.0g たんぱく質 33.2g たんぱく質 21.3g
脂　質 21.3g 脂　質 15.4g 脂　質 16.2g 脂　質 14.1g 脂　質 44.3g 脂　質 15.7g

カレー麻婆豆腐 鶏肉グラタン 卵の千草焼 揚げ魚の三色あんかけ
若布としらすのソテー キャベツののり醤油和え ブロッコリー甘みそかけ ブロッコリーみそネ－ズ和え
ブロッコリーのおかか和え 南瓜のサラダ ひじきの煮物 切干大根の洋風炒め煮
みそ汁 みそ汁 二色スープ みそ汁
果物　（みかん） 果物（りんご） 果物（白ぶどう） 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
大学ポテト お好み焼 ごま団子 焼うどん

エネルギー 507Kcal エネルギー 569Kcal エネルギー 420Kcal エネルギー 490Kcal エネルギー 0Kcal
たんぱく質 21.5g たんぱく質 25.4g たんぱく質 19.5g たんぱく質 21.3g たんぱく質 0.0g
脂　質 17.0g 脂　質 25.5g 脂　質 17.2g 脂　質 22.5g 脂　質 0.0g

ご飯はいりません ご飯はいりません
がんもと高野豆腐の盛合せ 根菜カレー 卵のキッシュ風 ハンペンフライ ロールパン 黒糖ロールパン
二色きんぴら せん切サラダ 連根のきんぴら ごぼうのじゃこ炒め クリームシチュー キャベツと豚肉の

野菜いため ブロッコリーマヨドレ 小松菜の三色ナムル シルバーサラダ ブロッコリー赤黄和え 　　　　　豆乳みそスープ
みそ汁 トマト みそ汁 みそ汁 大豆サラダ 蛇腹胡瓜のごま油和え
果物（デコポン） コーンス－プ 果物　（オレンジ） 果物（レットグローブ） トマト トマト

果物（りんご） 果物　（苺） ベビーチーズ
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 おしどり牛乳 プリン
ごまラスク にんじんもち フライドポテト フレンチトースト チョコサンド ハッピーターン

エネルギー 540Kcal エネルギー 536Kcal エネルギー 462Kcal エネルギー 522Kcal エネルギー 712Kcal エネルギー 623Kcal
たんぱく質 25.4g たんぱく質 18.9g たんぱく質 20.7g たんぱく質 22.5g たんぱく質 27.2g たんぱく質 24.5g
脂　質 28.1g 脂　質 21.2g 脂　質 25.2g 脂　質 23.7g 脂　質 28.7g 脂　質 21.2g

飲み物 飲み物
お菓子 お菓子

お知らせ

☆今月もぱんだ組のリクエストメニューが入っています。

☆１３日（金）はお別れ会後、食事会を行う予定です。

　今回はひよこ２組が参加になります。

☆３０日（月）、３１日（火）は給食室清掃のため

　お弁当になります。

☆メニューは変更になるの事があります。

30日 31日

23日 24日 25日 26日修了式 27日 28日

16日 17日 18日 19日 20日 21日

9日 10日 11日 12日 13日お別れ会 14日

金 土

2日 　　3日雛祭り・誕生会 4日 5日 6日 7日

お弁当 お弁当

春分の日 卒園式

３月の献立表 りす組・うさぎ組・ぱんだ組

月 火 水 木


