
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１６日に 

 

 

  

 
 

 

  

日 曜    行 事 予 定     献  立  表 未満児おやつ 午後のおやつ 以上児 
未満児 

１ 金 ひな祭り会 10 時～ 白飯  さんまの蒲焼き 
フレンチサラダ 麩とワカメの味噌汁 ピーチゼリー カルピス 

三色団子 
７１２ 
６４１ 

２ 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

３ 日      

４ 月 交通教室（1 年の振り返り） 白飯  南瓜のそぼろ煮 
カニ風味サラダ 豆腐とエノキの味噌汁 ぶどうゼリー 苺ジョア 

クッキー 
６１５ 
５０７ 

５ 火 命を守る訓練 ～1 年のまとめ 
発育測 定  清 潔 検 査 

五目御飯  蒸しシュウマイ 
豆腐とニラのかき玉汁 バナナ ミルクココア 

マカロニの安倍川 
６５７ 
５５７ 

６ 水 年中キッズダンス ゆかりご飯 エビフライ オレンジ 
白菜とりんごのサラダ 桃ヨーグルト ミルクココア 

おっとっと 
６５６ 
５６０ 

７ 木  黒糖ロールパン 牛乳 ジュリエンヌスープ 
南瓜コロッケ キャベツサラダ 一口チーズ 

アシドミルク 
ビスケット 

麦茶 
焼きおにぎり 

８０６ 
７２５ 

８ 金 誕生会 ちらし寿司 なるとと麩のすまし汁 
スマイルポテト 苺 オレンジ アシドミルク 

ホットドック 
６０２ 
５１２ 

９ 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

10 日      

11 月  白飯 鰆の西京焼き 
大根と豚肉の煮物 白菜とツナコーン和え プリン ミルクココア 

あげせん 
６４７ 
６０６ 

12 火  白飯 鶏のから揚げ 
ごぼうサラダ 大根の味噌汁 

ヤクルト 
ビスコ 

ミルクココア 
せんべい 

６４３ 
６０１ 

13 水 年中キッズダンス 友禅ご飯 たぬき汁 
もやしのゆかり和え りんご アシドミルク 

肉まん 
６４４ 
５４９ 

14 木  白パン チリカンコーン 
ブロッコリーサラダ バナナ オレンジ 麦茶 

たこやき 
６４７ 
５４９ 

15 金 お別れ遠足（後日詳細） 各自、お弁当の用意を 
お願いいたします。  遠足用のおやつ  

16 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

17 日      

18 月  牛丼 レタスサラダ 
なめこと里芋の味噌汁 

ヤクルト 
せんべい 

ミルクココア 
クリームワッフル 

６７０ 
６４９ 

19 火  白飯 ささみのレモン煮 
ほうれん草のナムル 中華風コーンスープ バナナ ミルクココア 

動物ビスケット 
６０６ 
５１６ 

20 水 年中キッズダンス カレーライス チキンナゲット 
コールスローサラダ 野菜ゼリー プレーンジョア 

黒糖カステラ 
７７３ 
７０９ 

21 木 春分の日     

22 金  白飯 鮭のマヨネーズ焼き 
バンサンスー 南瓜の味噌汁 ヨーグルト アシドミルク 

バームクーヘン 
６４６ 
６１０ 

23 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

24 日      

25 月  白飯 栄養きんぴら 
小松菜のツナ和え りんご オレンジ ミルクココア 

ベジたべる 
５８３ 
４７９ 

26 火 年⾧ ⾧良川鉄道 出発式参加 
  ～関駅にて （詳細後日） 

白飯 鶏肉と大豆の五目煮 
白菜とみかんのサラダ りんごゼリー プリン プレーンジョア 

アメリカンドッグ 
７６６ 
７２６ 

27 水  白飯 鶏の照り焼き  キャベツの味噌汁 
竹輪ときゅうりの和え物  ぶどうヨーグルト ミルクプリン 

せんべい 
６４９ 
５９４ 

28 木 卒園式 9 時～ 修了式～午後 
食パン 牛乳 オレンジ 
鮭のフライ マカロニサラダ バナナ リンゴジュース 

さつまいもかりんとう 
７７４ 
６２１ 

29 金 希望保育 8:30～17:30 チキンカレーライス 
ボイルウインナー 苺ヨーグルト りんごゼリー ヨーグルトジョイ 

パン 
６８４ 
６１０ 

30 土 新学期準備のため 
   希望保育は致しません。     

31 日      

 

＊今月は事前に子どもたちの製作や持ち物をその都度、持ち帰ります。手さげかばんは
持ち帰りましたら、翌日には必ず持ってきてください。 

＊15日（金）は、お別れ遠足です。年⾧児さんと一緒に行くのは最後となります。異年
齢で楽しい思い出となる一日にしたいと思います。詳細は、後日配布いたします。 

おしらせ 

おねがい 

ひな祭りは、「桃の節句」とも呼ばれています。
寒さが少し和らいで陽の光にも春の気配が感じら
れるころになると、ひな祭りがやってきます。ひな祭
りは女の子のお祭りです。古来、中国には「上巳
節」といって、3 月初めの巳の日に、川で身を清め
る風習がありました。これが奈良時代に日本に伝
わり、身代わりの紙の人形に災いを移して川に流
す行事になりました。今でも各地で「流し雛」の風
習がありますね。平安時代になると、女の子の幸
せを願う祭りとしてひな人形を飾るように変化して
いきました。折紙などで作ったおひな様を 
飾っても素敵ですね。保育園でも子ども 
たちが雛飾り製作を頑張っています。 

平成 30 年度 

食材により献立が変更になる場合があります。 
園のお米は、岐阜県産「みのにしき」を使用しています。 

 

 

 

春の訪れを感じる 3 月になりました。年⾧組は入学、年中組や年少組、未満児組も進級を控え、個々の成⾧を改めて感
じています。私たち職員も純粋な子ども達の気持ちに寄り添えたことでたくさんの気づきと学びがありました。仲間と楽しむ姿や
遊びから、学ぶ事も沢山ありました。園で伸び伸びと過ごす子どもの姿は、私たち保育者の何よりの喜びです。今年度もあと少
し。残り少ない日々ですが、下有知保育園の楽しい思い出となるように、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。 

園だより 
下有知保育園 
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＊進学、進級と子ども達は、嬉しい気持ちや期待心でいっぱいのようで、微笑ましいですね。しかし、そんな時が
事故、けがが多く発生いたします。4 日（月）は今年度、最後の交通教室も行います。左右を見ないで道
路に飛び出したり、大人の手を放して走り出してしまう子どもさんの様子もみかけます。1 年で学んだ交通ルー
ルの振り返りをしていきたいと思います。 

＊新学期に備えて、今のうちに治療できる病気は治しておきましょう。特に歯の治療や水いぼ等の治療は⾧期の
治療になることもありますので、早めに診察を受けていきましょう。 

 

４月の始業日について 
在園児の始業日は、4 月 5 日

（金）で、通常保育いたします。ま
た、年少組の入園式も 9 時から行な
われるため、駐車場の混雑が予想され
ます。当日は、ご理解とご協力よろしく
お願いいたします。（後日詳細配布） 

3 月の諸経費集金について 
11日（月）に集金袋を配布

させていただきます。年度末にあ
たり、20 日（水）までにクラスへ
納めていただきますようお願いい
たします。 
 

 

希望保育について 
３月２９日（金）と 4 月 1 日

（月）～4 日（木）は、8 時 30

分～17 時 30 分の時間帯で希望

保育をいたします。調整と把握のた

めに、後日、希望保育のご案内の手

紙を配布していきます。 

 

 子ども達はこの1年で、たくさんの力を身につけることができました。自分で出来る力、皆
で協力する力、何にでやってみたいと挑戦する力、相手をやさしく思いやる力等々……。 

そして、その横にはいつもお友達がいてくれました。進級しても、卒園してもどんどん力を
つけて自分の宝物にしてほしいと願っています。あと 1 か月ですが、個々 

の様子を見守りながら、充実した 3 月を送りたいと思います。 

食育だより 

３月の給食は、年⾧組にとって最後の月とな

りました。保育園で作る給食は温かく、とても美

味しいのでどの子も意欲的に食べ、沢山おかわり

もしてくれます。この時期は、食べ物の働きや、体

を作る栄養などに興味や関心を持ち始め、増々

食欲旺盛になった子ども達!また、皆で揃って食

べる意味も大切に伝えています。嫌いな食材で

も、周りが美味しそうに食べていると、自分も食べ

てみようという気持ちになります。 苦手なものを

一口でも食べられた時は、いっぱい褒めてあげま

しょう。食事面でも成⾧を感じ、嬉しいです!!      


