
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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 

５ 金 年少組入園式・始業日 パン 牛乳 キャベツのサラダ 
イタリアンスパゲティー バナナ 苺ヨーグルト 野菜ジュース 

バームクーヘン 
７５７ 
６５４ 

６ 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

７ 日      

８ 月 体操教室（年少～年⾧） 
命を守る訓練（お話） 

ポークカレー 
ボイルウインナー フルーツポンチ プリン アシドミルク 

かっぱえびせん 
６７０ 
６６９ 

９ 火 キッズダンス（年中・年⾧） 白飯 鮭のマヨネーズ焼き 
小松菜の昆布和え いちご オレンジ 牛乳 

チーズ蒸しケーキ 
６２８ 
５０４ 

10 水 キッズダンス（年中・年⾧） エビのチキンピラフ レタスサラダ 
ブロッコリーのスープ バナナ 苺ジョア 

野菜カステラ 
５６９ 
５０２ 

11 木 えいごであそぼう 
発育測定 清潔検査 

食パン 苺ジャム 牛乳 
シチュー ナゲット コールスローサラダ ピーチゼリー フルーツ牛乳 

アーモンドフィッシュ 
８９４ 
７１９ 

12 金 誕生会 白飯 ささみフライ 
ごぼうサラダ 豆腐とわかめのすまし汁 ぶどうヨーグルト ヨーグルトジョイ 

ホットケーキ 
８２３ 
６７９ 

13 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

14 日      

15 月 体操教室（年少～年⾧） 牛丼 南瓜の味噌汁 
もやしのごま酢和え 桃ヨーグルト ジョア 

ワッフル 
５９５ 
５４９ 

16 火 イクウェル（2 歳児～年⾧児） 
白飯 鰆の西京焼き 
竹輪ときゅうりの和え物 オレンジ バナナ 牛乳 

ビスケット 
５５７ 
４５３ 

17 水 キッズダンス（年中・年⾧） 筍ごはん 蒸しシューマイ 
カニ風味汁 ぶどうゼリー 牛乳 

さつまいもかりんとう 
６０９ 
５２５ 

18 木 移動動物園（後日詳細） クルミパン 牛乳 コンソメスープ 
鶏の照り焼き ブロッコリーのサラダ オレンジ 麦茶 

焼きおにぎり 
６９３ 
５２７ 

19 金 親子参加（後日詳細） 白飯 栄養きんぴら  
もやしのゆかり和え かきたま汁 林檎ヨーグルト リンゴジュース 

チョコ棒 
５０３ 
４７８ 

20 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

21 日      

22 月 体操教室（年少～年⾧） 白飯 じゃがいものそぼろ煮 
もやしサラダ 青梗菜のスープ バナナ マスカットジョア 

せんべい 
５６７ 
５０８ 

23 火 イクウェル（2 歳児～年⾧児） 白飯 マーボー豆腐 
焼き餃子 ニラと卵の中華スープ プリン 牛乳 

バナナチップス 
６ ６ ０
５９０ 

24 水 キッズダンス（年中・年⾧） スプリングカレー ボイルウインナー 
フルーツヨーグルト オレンジ ミルクプリン 

せんべい 
７ ７ ３
７５２ 

25 木 こいのぼり行進 白パン 牛乳 ハンバーグ 
トマトと卵のスープ バナナ ヨーグルト 麦茶 

焼きおにぎり 
５７３ 
５２６ 

26 金 春の遠足（後日詳細） ＜雨の時＞ほうれん草のかきたま汁 
鮭とわかめの御飯 竹輪の天ぷら 

林檎ジュース 
せんべい 

野菜ジュース 
ドーナツ 

５２６ 
５５０ 

27 土  牛乳 調理パン   ５０８ 
３７７ 

28 日      

29 月 昭和の日     

30 火 即位の日     

 

りす組 副主任保育士  

       今井 典子 

       櫻井 飛鳥 

   

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。 

 

２０１９年度 

下有知保育園 

職員紹介 

どうぞよろしくお願いします💛 

行事予定☆献立表  
 

 

 

 

年間を通して、英語（ECC）体操

（スキップファクトリー）キッズダンス 

脳と心を育てる学習（イクウェル）な

ど、外部講師による保育活動を取り組

み学びの力を身につけます。それぞれ

の発達段階に合わせて楽しく取り組み

充実した時間になると良いです。 

 

 
＊すべての持ち物には必ず記名をしてください。新学期は、自分の物と他人の物との区別がつきにくく、持ち物の間違

いが多くみられます。お友だちの物と間違えてそのまま持ち帰ったときは、保育園までご連絡ください。 

＊1８日（木）は、移動動物園がやってきます。うさぎ、やぎ、ひよこなど小動物がやってきます。詳細は後日連絡い

たします。ごきょうだいの方、ご近所の方、お友達をお誘合わせの上、ぜひお越しください。 

＊保育認定時間内に送迎をお願いします。送迎時間が間に合わない時は連絡をください。認定時間を超えますと、

1 時間につき 100 円徴収させて頂きます。保護者カードの取り扱いも、ご協力お願いします。 

＊毎日の登園は 9 時 30 分までにお願いします。欠席、遅刻の場合は、連絡をしてくださ

い。また、早退する場合もお知らせください。お迎えの方が、いつもと違う方の場合は、誰が

お迎えに来るのかをお知らせください。確認ができない場合等、お子さんをお渡しすることが

できませんので、よろしくお願いいたします。 

理事⾧・園⾧  高橋 正次 

主任保育士   渡辺 智子 

ぞう組  平野 佳代 

      

ぱんだ組  五十川 恵莉 

       三輪 萌歌 

 

うさぎ組  山田芽依 

  古屋 博子  小瀬木 百合子 

  加配保育士  木村 有希 

お子さまのご入園、ご進級おめでとうございます。桜が満開の中、にこにこ笑顔の可愛らしい新入園児を迎えて、下

有知保育園の新年度がスタートしました。本園の保育目標である「たくましい体と明るい心の子どもを育む」を目指し

て、ご家庭との連携を大切にしながら、お子さまの心に寄り添い、生きる力の基礎となる保育に保育者一同努めてま

いりますので、保護者の皆さまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

おしらせ 

おねがい 

「食育」という言葉をよく聞きます。私たちが生きるために
は食べることは大切なことです。「食べること」を通して、生
きる力を育むことが「食育」です。日々の生活の中で食を
大切に心がけ、楽しんでみんなと一緒に給食を食べ、子ど
もたちの食への興味も広がり、楽しく、元気いっぱい園生活
が送れるよう、工夫していきたいと思います。保育園の献
立は、関市の栄養士さんが立てていますが、行事によって
異なる日もあります。 

2４日(金)年⾧スイミング  
2７日(月) 体操指導 
29 日(水)体操指導 
 
天候をみて… 
     園外保育（散歩） 
     さつまいも苗植え体験 

５月の行事予定 
変更する場合があります 

未満児組 
園児の人数によって、りす組・ひよこ組ともに保育をさせていただきます
ので、よろしくお願いします。 
松井 久子  後藤 直子  亀山 麻紀子  亀山 直美 
平野 友京子  河野 彩華  安田 佳奈 高橋 喜久代 

ひよこ組  平林 千穂子  宗本 きよみ 

 

７日(火) イクウェル 
８日(水) 年中・年⾧ 
        キッズダンス 
９日(木)命を守る訓練 
   発育測定・清潔検査 

10 日(金)人形劇鑑賞会  
 「ねずみのすもう」 

1３日(月) 体操指導 
1５日(水) 年中⾧キッズダンス 
1６日(木) 英語で遊ぼう 
17 日（金）年⾧スイミング 
2０日(月)体操指導 
22 日(月) 園児引き渡し訓練 
         （後日詳細） 

調理員  平井 和恵 
        上野 里美   


