
ちょっとひといき  

 

子どもが階段下のポスターをみて、「いいな～！スマホ

や～俺も見て～」スマホとの関わり方、目の健康につい

て貼りだしているとも知らず喜んでいます…「スマホで

何見るの？」と子どもたちに尋ねると YouTube やゲー

ム、しまじろう、勉強できるアプリ⁉など色々な内容の

ものが返ってきました。 

「へぇ～…スマホで勉強か～」 

と時代の変化に驚きです。 

10 月 10 日は目の愛護デーです。子どもたちには、 

指だけじゃなくて体も動かすことや見すぎに気をつける

ことをポスター見ながら話したところです。 

お家でもルールなど決めると良いですね。 

   

   

     

    

      

   

    

   

  

    

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月の行事予定  

5 日(土) 家族ふれあい運動会 8:30～  

10 日(木)  内科健診 13:30～ 全園児 

15 日(火) 英語  

18 日(金) お弁当の日  

海幸山幸列車の旅 5 歳児 

青島探検 4 歳児  

23 日(水) ダンス 5 歳児  

※室内用シューズを持ってきてください 

29 日(火) お誕生会  

31 日(水) ハロウィン🎃  

※体育遊び(木曜日)…３日,10 日,17日,24 日 

体操服で登園してください。 

※21 スイミング…8 日(火),25日(金) 

にこにこつうしん 10月号 

お彼岸も過ぎ、さわやかな季節になってきました。 

 今日は、地震から火災、2 次避難を想定して防災訓練を行いました。ひよこ組さんは、地震の放送の音や避難誘

導にびっくりして泣いてしまう子もいましたが、みんなと一緒に避難車に乗って波島公民館へ 2 次避難を行う事が

できました。 

先日、災害が起きた際、状況確認、連絡手段として園ＨＰでお知らせする としましたが、さらに災害用伝言ダ

イアルの活用を行っていきます。詳細は後日お知らせいたします。災害に備えてさらに準備・改善等行っていきた

いと思います。 

 

さて運動会も目前になりました。「がんばれ！」「あと少しだよ！」などとお互い励ましあう声が飛び交うように

なりました。是非、ご家族お揃いで来て頂き、子ども達と一緒に気持ちのよい汗を流していただきたいと思います。 

一年中で一番過ごしやすいこの時期は子供たちにとっても実りの時期です。心と体をより大きく育てていきたい

と思います。 

 

令和元年 10 月 1 日 

波島保育園 

おしらせ 

・10 月よりひよこ組に 

保育士永田、膳が担任として入ります。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

11 月の予定 

 

◎17 日(日)は東大宮コミニュティーセンター 

で東大宮コミセン祭りがあります。 

ぞう組参加 

  

1２月の予定 

 

◎１２月 14 日(土) 

   発表会 

 

 

運動会当日の急な欠席や遅刻は 

保育園用携帯に連絡をください。 

℡ 080-8567-7797 
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日 曜 　　　副　　　　　食 おやつ 未満児　追加分 離　　乳　　食

揚げ魚とさつま芋のベジタブル煮 飲むヨーグルト ごはん 白かゆ

28 香味漬け バナナ 牛乳 魚と芋の甘煮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　 かきたま汁 おかき 野菜スープ

1 切り昆布煮 牛乳 ごはん 白かゆ

　実りの秋、食欲の秋です。一年中で一番食べ物のおいしい季節です。子どもの頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　・ 中華サラダ フレンチトースト 牛乳 炒り豆腐

から食べ物の旬を知り、旬の恵みを味わうことは、豊かな感性や味覚形成にとても 15 豆腐のみそ汁 バナナ みそ汁

重要なことです。 2 えび入りクリームシチュー 牛乳 パン 白かゆ

　毎日の食卓に旬の食材を取り入れ、話題も豊かな楽しい時間を過ごしたいですね。 16 サクサクサラダ かぼちゃの ヨーグルト 鶏肉のトマト煮

30 トマト パンケーキ 根菜スープ

3 鶏肉のみそ焼き 牛乳 ごはん 白かゆ

17 スパゲティツナサラダ　　レタス 梨 牛乳 鶏肉のみそ焼き

31 すまし汁 かりんとう ビスコ すまし汁

魚の塩焼き 牛乳 ごはん 白かゆ

4 ほうれん草とコーンのソテー 芋ショコラ 牛乳 魚のほうれん草ソース

豚汁 チーズ みそ汁

きつねうどん 牛乳 ごはん 白かゆ

19 キャベツの和え物 丸ボーロ 牛乳 煮込みうどん

りんご せんべい りんご

7 大豆とひじきの炒り煮 牛乳 ごはん 白かゆ

・ 三色和え マカロニあべかわ 牛乳 鶏肉の旨煮

21 白菜のみそ汁 卵ボーロ 白菜のみそ汁

鶏肉のトマト煮 麦茶 ごはん 白かゆ

8 マセドアンサラダ 焼きおにぎり 牛乳 鶏団子

卵スープ ヨーグルト 野菜スープ

9 魚のきじ焼き 牛乳 ごはん 白かゆ

・ ごぼうサラダ オレンジゼリー 牛乳 魚のキャベツ餡かけ

23 キャベツのみそ汁 せんべい みそ汁

10 ハンバーグ 麦茶 ごはん 白かゆ

・ レタス・きゅうり・トマト カップヨーグルト 牛乳 肉団子のトマト煮

24 オニオンスープ クラッカー バナナ 野菜スープ

11 豆腐の落とし揚げ 牛乳 ごはん 白かゆ

・ ごまじゃこ和え オレンジ 牛乳 肉豆腐

25 お麩のすまし汁 ビスケット コーンフレーク すまし汁

12 豚肉と春雨の炒め煮 牛乳 ごはん 白かゆ

・ 大根のみそ汁 ミニパン 牛乳 大根の煮物

26 もも缶 クッキー みそ汁

火

※行事などで献立がかわることがあります。

水

木

金

土

火

月

水

木

令和元年10月1日　波島保育園

月

金

土

赤・黄・緑に分けて 
バランスのよい食事を  

三色食品群を参考に、各食品群から２種類 

以上選んで食べましょう。 

◆赤色群…たんぱく質（体をつくる） 

⇒肉、魚、卵、牛乳、豆など 

◆黄色群…糖質・脂質 

（エネルギー源になる） 

⇒米、いも類、パン類、油など 

◆緑色群…ミネラル・ビタミン 

（体の調子を整える） 

⇒野菜、果物、きのこ類など 

血液を 

サラサラにする魚  
秋はさんまがおいしい季節。さんまには血液

をサラサラにする成分、DHA（ドコサヘキサエ

ン酸）と EPA（エイコサペンタエン酸）が多く

含まれています。塩焼き、生姜煮、炊き込み

ご飯、蒲焼きなどで味わってみてください。 

 

5日(土)・・・運動会

18日(金)・・・弁当の日
29日(火)・・・誕生会

★メニュー★

きのこの炊き込みご飯
鶏肉のコンソメパン粉焼き
キャベツときゅうりのツナ和え

カボチャの甘煮
すまし汁

りんご・みかん
☆おやつ☆

牛乳

お菓子パーティー

9月のメニューから噛めば噛むほど
美味しい「かみかみサラダ」を紹介し
ます！
<材料>4名分
ソフトさきいか・・・２０ｇ
きゃべつ・・・２００ｇ
人参・・・５０ｇ
きゅうり・・・５０ｇ
マヨネーズ・・・適量
薄口しょうゆ・・・適量
<作り方>
①野菜は全て千切りにして、キャベ
ツと人参は茹で、きゅうりは塩もみし
て、それぞれ水気を切っておく。
②さきいかは食べやすい大きさに
切っておく。
③材料をすべて合わせてマヨネーズ
と薄口しょうゆで味を整えて出来上
がり♪
※さきいかに塩気があるので、薄口
しょうゆはほんの少しで大丈夫で
す！


