
１日(水)神殿参拝 ３日(金)交通安全教室 

６日(月)七夕祭り、お誕生日会、10 日 (金)夏祭り、 

15 日(水)月次祭の為休園、31 日(金)終業式(一日

保育(ベジタブルクラブあり) 

＊ 夏期特別通常保育[７・８月の予定]： 

27 日(月) 内科検診(上武クリニック)１回目 

30 日(木) 歯科検診(藤の木歯科医院)・歯磨き指導 

31 日(金) 内科検診(上武クリニック)１回目 

8 月 11 日(火)～16 日(日)はお盆休みの為休園と

なります。 

＊夏期保育期間中の給食も行います。 

＊今年度の夏のこどもおぢばがえりは、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受け、開催中止となりま

したので、年長児のお泊り保育は中止と致します。 

＊上記日程の変更についてはご容赦下さい。 
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 衣衣替替ええににつついいてて：：６月１日(月)より「衣替え」となります。「You&Me」オ

リジナルT シャツ・紺色半ズボン・薄青色ストライプ夏用帽子・黒または紺色無

地短ソックス・黒または紺色無地ローファーを着用して登降園して下さい。 ま

た、右写真の通り、T シャツの名札は、ロゴマークのすぐ下に白色布製の名札を各自

縫いつけはっきり記名をし、バスワッペンは帽子の左側につけ替えて下さい。現在の

制服につけている学年色別の名札は、冬期の衣替えまで使用致しませんので、各

自大切に保管して下さい。Tシャツの裾は、半ズボンの中に必ず入れていただきますよう宜しくお願い致します。

（右上写真を参照）また、夏日が増えて汗をかく機会も増えるので、汗を吸い取る下着を中に着せてTシャツ・ランニン

グ等を着用するよう配慮をお願い致します。また、教室内は冷房が入ります。お外遊びから教室に入るなど急な温度

差もありますので、下着の着用は是非お願い致します。肌寒い陽気の場合は、右上写真のようにベストとしての着用し

て下さい。 

 健健康康診診断断のの結結果果ににつついいてて：：   診断の結果は、お子様の「おはようブック」内の所定欄(後ろのページ)にて

お知らせ致します。内科・歯科・尿検査、全ての検査結果が整った段階で記載させていただきますので、ご確認

をお願い致します。各検診等で異常等あった場合はその都度個別にお知らせ致します。 

 「「新新入入園園児児募募集集！！」」  来来年年度度（（令令和和３３年年度度））入入園園をを希希望望さされれるる方方へへ！！：：「令和３

年度入園」を希望される保護者様がいらっしゃいましたら、別紙にてご紹介いただき、各担任までご提出くだ

さい。尚、ご提出いただいた個人情報につきましては、本学園「個人情報保護基本方針」に従い、適正に取り

扱い、今後開催予定の諸行事のご案内や入園にかかわる説明会などのご案内送付に限り使用させていただきま

す。どうぞ多くの方へのお声掛け・ご紹介を切に宜しくお願い申し上げます！ 

 尿尿検検査査のの一一斉斉実実施施ににつついいてて：：６月11 日(木)に尿検査のための指示書と専用容器・シートを

配布いたします。尿検査は採尿を６月17日(水)の朝に行い、17日登園時に検尿容器を職員に直接お渡し下さ

い。16日(火)以前に尿検査を持ってこられた場合、検査媒体の性質上、園で廃棄処分し17日朝に再度採尿を

お願い致しますので、くれぐれもお間違えのないようご協力お願い致します。 
 じじゃゃががいいもも掘掘りり（（年年長長児児・・年年中中児児参参加加））  とと田田植植ええ（（年年長長児児参参加加））のの日日程程ににつつ

いいてて：：それぞれの日程ついては天候に応じて決めさせて頂きます。じゃがいも掘りは、６月第１週・田植え

は 6 月第 4 週を予定しております。またメールにてお知らせいたしますので、学年便りにて持ち物をご確認

いただき期日までにご用意をお願い致します。 

 投投薬薬指指示示書書ににつついいてて：：薬の服用は、医療行為にあたります。にしめぬま幼稚園では、原則保護者

から依頼を受けて担任が子供に与薬することを禁じています。そのため投薬指示書の中にも医師に対し最大限

薬の服用を園内で行わないで済むようお願いしております。園での薬の服用は医師の証明書(指示書)がある場

合のみお受け致します。証明書(指示書)の内容は、①お子様の名前  ②薬の名前・服用の量・服用の時間   

③医療機関名と医師の署名押印  ④余白に保護者の直筆の服用依頼・署名押印  

以上の項目の一つでも欠けた場合はいかなる理由でもお受けできませんのでご了承ください。また、服用によ

る事故について幼稚園は責任を一切負いませんのでご了承下さい。投薬指示書のコピーは、にしめぬま幼稚園

ホームページからダウンロードできますので適宜ご利用下さい。 

保護者専用ページから ⇒ ID；nokids   パスワード：nolife 

 駐駐車車場場利利用用ののママナナーー・・送送迎迎時時間間厳厳守守：：送迎で来園される際、駐車場を利用せずに幼稚園周辺

の道路で乗降をするのは事故の原因となりますのでお止め下さい。また、駐車場を利用されます保護者の方は、

お子様を駐車場で遊ばせることは事故の原因となりますのでご遠慮下さい。また、あるきさんの送迎時間は 8時

15分から8時50分までです。子ども達の体操や外遊び時間が始まりますので余裕を持って送迎をお願い致します。

教職員が保育に専念するため、是非時間をお守り頂きますようご協力お願い致します。 

 内内科科検検診診ににつついいてて：：内科検診の日程を２回に分けて実施させて頂きますのでお願い致します。 

  １回目  7 月27 日（月）: れたす組、きゅうり組、せろり組、いちご組、ピッキークラブ 

２回目  ７月３１日（金）：たまねぎ組、ぴーまん組、にんじん組、りんご組、とまと組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

発行： 令和２年６月吉日 

にしめぬま幼稚園： ５８８－５１９９  https://www.nishimenuma.jp 

６月分保育料等諸費用の口座振替日は、

６月５日（金）です。 

お友達とのたくさんの遊びとかかわりを通じて、

他者の心の存在を知り、仲良く助け合う心を学ぶ。 

６月の予定 

１日(月)：衣 替 え 、 神殿参拝 
５日(金)：年中懇談会 

11 日(木)：尿検査容器配布 

12 日(金)：年長懇談会 

15 日(月)：月次祭の為休園 
17 日(水)：尿検査実施日 

19 日(金)：お誕生日会(４月、5 月生まれのお友達) 

26 日(金)：お誕生日会(６月生まれのお友達) 

27 日(土)：親子室内オリンピック→新型コロナウイルス感染

防止の為、今年度は開催を中止致します。 

 

年長児の田植え、年中・長児のジャガイモ掘りは天候と

畑の状態により実施致します。 

“雨はどこから降るのかな？”“だれが降らせるのかな？”－子どもたちの「考える芽」はこうした日常の体

験を通して、育まれていきます。6 月、いよいよ梅雨の時期がやってきました。外遊びが少なくなる分、室

内遊びに工夫を加えて、運動遊びや集団ゲームなどを取り入れ、気持ちのコントロールが出来るような活動

の展開を試みたいと思います。今月の園目標は「一列兄弟」！ 多様な活動を通じて、他者の心の存在を知

り、関わりあう楽しみを感じながら、共に助け合う心の根を育みたいと思います。 

新型コロナウイルスの感染は陽の光や雨のごとく、世界中の人間に平等に脅威をもたらしています。貧富の差も名誉も

地位の格差も人種も関係ありません。東日本大震災の時と同様、人間は生きているんじゃなくて生かされているんだと

感じた方も多くいるのではないでしょうか。また、当たり前の生活が当たり前じゃないんだと思ったことでしょう。全

員に等しく恐怖を与えるコロナウイルスの治療法が早く見つかることを願うばかりです。さて、幼稚園児のような幼児

には、コロナ後の新生活様式と言われても、全く現実味がありません。実際の生活の中では、その大人では守れる制約

を幼児に置き換えることは難しいと思えます。また、親や保育者・お友達とのスキンシップの大切さや直接関わる毎日

が、どれだけ愛おしかったかと思えてなりません。『幼児は他人とのかかわりの中で遊び学ぶ。』遊びと学びには、ケ

ンカヤいじめなども当然含まれますが、これも人格形成に必要不可欠な体験でもあるのです。ご両親にとっては、不都

合な我が子の些細なお友達とのトラブル。だけど、そこから学ぶものはとてつもなく大きい。私達保育者が思うのは、

やたらに子供の世界に親が土足で入ってきてほしくないと言うことです。もっと大らかな気持ちで我が子を見守り可能

性を信じること。そして子供達で築いている世界にもっと敬意を払って欲しいと思います。かかわり方ひとつで、子供

の人生も無駄にする。コロナはたくさんの大切な人生のヒントを教えてくれます。ありがとう。 
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げつようび かようび すいようび もくようび きんようび 

１ 洋風にんじんおにぎり ２ 蒸しパン（プレーン） ３ バナナヨーグルト ４ スコーン ５ ホイップサンド 

ごはん       ４７１kcal 

みそ汁（麩・大根） 

新玉ねぎと豚肉の生姜焼き 

キャベツの塩こんぶ和え 

お芋のグラタン 

ひき肉入り豆腐丼  ４９２kcal 

ワカメスープ 

秩父名物みそポテト 

パイナップル 

ごはん       ４９２kcal 

五目みそ汁 

イカフライのレモン煮 

三色おひたし 

豚バラこんにゃく 

ごはん       ４０６kcal 

みそ汁（ワカメ・玉ねぎ） 

鶏ささ身カレーピカタ 

海藻ミックスサラダ 

マカロニきな粉 

ごはん       ４３０kcal 

コンソメコーンスープ 

鶏肉のトマトソース煮 

ほうれん草のマスタードサラダ 

８ チーズ蒸しパン ９ 塩こんぶおにぎり １０ ジャムぱん １１ ももヨーグルト １２ フルーツポンチ 

ごはん       ４５０kcal 

みそ汁（もやし・人参） 

豚ロース スタミナ焼き 

五目煮豆 

さくらんぼ 

ごはん       ４７０kcal 

卵入りトマトスープ 

スパイシーチキン 

野菜マヨネーズ和え 

お麩ラスク 

ごはん       ４２１kcal 

みそ汁（じゃが芋・ワカメ） 

キスの天ぷら 

なめたけおろし 

筑前煮 

ミートローフ丼   ４９２kcal 

コンソメスープ 

マカロニサラダ 

チキンカレー    ４８９kcal 

キャベツとカニカマのサラダ 

フレンチトースト 

１５  １６ クリーミーヨーグルト １７ ツナぱん １８ ラスク風食パン １９ カレーコーンおにぎり 

月次祭 

ごはん       ４２５kcal 

みそ汁（さつま芋・ワカメ） 

ウインナーのカラフル野菜炒め 

ほうれん草とコーンのサラダ 

バナナ 

ごはん       ５１９kcal 

みそ汁（大根・油揚げ） 

サバの南蛮漬け 

茹で根菜類のごまマヨサラダ 

ごはん       ４３０kcal 

もやしのみそスープ 

松風焼き 

キャベツののり炒め 

和風ポテトサラダ 

ごはん       ４２５kcal 

マカロニスープ 

鶏ささ身のパン粉焼き 

切干大根カレー炒め 

キャベツとワカメのナムル風 

２２ ココア蒸しパン ２３ マドレーヌ ２４ みかんヨーグルト ２５ ワカメおにぎり ２６ 生クリームパウンド 

ごはん       ４４９kcal 

キャベツの中華スープ 

韓国風肉じゃが 

バンバンジー 

ごはん       ４０７kcal 

みそ汁（豆腐・なめこ） 

カレイのステーキ 

ポテトウインナー 

ほうれん草とハムのサラダ 

ご飯        ５０４kcal 

みそ汁（大根・ネギ） 

とんかつ 

さつま芋レモン煮 

もやしとニラのナムル 

中華丼       ４３４kcal 

ワカメとコーンのスープ 

涼伴絲 

豆花（トーファ） 

ハヤシライス    ４８４kcal 

ポテトとほうれん草のキッシュ 

フルーツヨーグルト 

２９ フルーツヨーグルト ３０ お麩ラスク       

ごはん       ４４３kcal 

にゅうめん汁 

豆腐の田楽風焼き 

小松菜のごま和え 

豚バラ大根 

ごはん       ５０８kcal 

ほうれん草入り豆乳クリームスープ 

鶏肉のごまみそ焼き 

卵とトマトの炒め物 

ツナサラダ 

 

  

 
 

いわし １枚 

 

しょう

 

3 

塩 少  々 酒 5 

こしょう 少  々 みりん 4 

おろし生

 

0.6 砂糖 4 
 

良くかんで食べていますか？ 

① いわしに下味の塩・こしょう・生姜をまぶしておく。 

② 分量外の粉（小麦粉+片栗粉）を付けて揚げる。 

③ 調味料を火にかけ①とからめる。 

※ 幼稚園では、丼にし、刻みのりと白ごまをまぶして食べています。魚が

苦手でもパクパク食べられますよ♪ 

 

いわしのかば焼き～季節の食材を取り入れよう～ 
幼児１人分（ｇ） 

丈夫な歯でよくかみ、舌（口の中）で味

わって食べることは食事の大きな楽し

みです。 

よくかんで食べる事は、口や歯の健康に

役立ち、さらに色々な良い効果もありま

す。 

④味覚が成長する 
よく噛んで食べる事でその料

理や食材の本当のおいしさが

わかります。ゆっくり味わっ

て食べる事で味覚は成長して

いきます。 

③消化と吸収を 
助ける 

よく噛むと食べ物が口の中でとて

も小さくなります。さらに、唾液

の中にある成分が食べ物と混ざ

り、胃や腸の負担 

を軽くし、消化・吸収の 

助けになります。 

①虫歯を防ぐ 
食事をしてよく噛むこと

で唾液がたくさん出て、

菌を洗い流し、菌の働き

を抑えることが出来ま

す。 

 

②脳の働きを 
活発にする 

よく噛むと顔の筋肉が動きま

す。顔の近くにある頭の血管

や神経がその刺激を受けて、

脳の働きが活発 

  になり、記憶力も 

アップします。 

 

献立責任： 
管理栄養士 
高橋弘子・齊藤由美子 


