
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

   この夏は、「東京 2020オリンピック、パラリンピック」の夏になりましたね。ご家庭でテレ

ビ観戦した話をしていて「今日は～時から水泳があるんだよ！」だったり、「卓球やっている

かな～？」と聞かれることもありました。今はパラリンピック。応援しましょう！ 

   8 月 20 日から、緊急事態宣言が発出され、感染拡大防止に向けた「登園自粛」に御協力い

ただき、ありがとうございます。今後の状況もまだみえてきませんが、園生活では引き続き 

  手洗いの励行、室内換気、マスク着用などの感染対策をしていきます。 

行事の多い２学期になりますが、子どもたちと一緒に楽しんで取り組みます。保護者の皆様

の御協力をよろしくお願いします。 

 

   園だより（R3 年度９月） 

 
 

 

 

教 育 目 標  明 る く 素 直 な 子      

こばとこども園長 稲葉俊英 

 

＊お知らせ＊ 

＊令和 4年度入園願書受付（1号認定） 

 日時 9月 9日（木）9：30～16：00 場所 職員室  

 10日（金）以降も随時受け付けますが、10月 8日（金）で締め切り

ます。2号認定の受け付けは藤枝市役所にて行います。 

＊2号認定の保護者様・・・10/4（月）は、1号認定振替休日になり、

2号認定は通常保育になりますが、欠席する場合はパステルにて、お知

らせください。（当日 8：45まで） 

＊いちご組の新しいお友達が入ります 

  鈴木ななみちゃん・斎藤まりんちゃん・高橋ゆめちゃん 

                   いっぱい遊ぼうね！！ 

＊うめ組の渋谷七瀬先生が御結婚されました。「大井先生」になります。

おめでとうございます！！ 

 

 



日 月 火 水 木 金 土

9月1日 2 3 4

安全の日・11時保育 給食開始 2号認定

始業式 希望保育

年長絵本貸出日 8月誕生会健康チェック開始

5 6 7 8 9 10 11

R4年度入園願書受付 2号認定

年長鼓笛 希望保育

年中絵本貸出日

年長絵本返却日 9月誕生会健康チェック開始 諸経費引落日

12 13 14 15 16 17 18

プール納め 年長鼓笛 年長坐禅 2号認定

園庭開放（水遊び） 8月生まれ誕生会 希望保育

年中絵本返却日 園見学強化日 年少いちご絵本貸出

19 20 21 22 23 24 25

🎌敬老の日 年長坐禅 🎌秋分の日 2号認定

年少いちご絵本返却日 9月生まれ誕生会 希望保育

職員会議・消火訓練

諸経費引落日 避難訓練（園児のみ）

26 27 28 29 30 10月1日 2

半日11時保育 第63回運動会

総練習（運動会） 安全の日

前日準備（午後）

＜令和4年度入園願書受付＞9（木）9：30～16：00

・1号認定のお子様の願書受付となります。

＜衣替え準備期間＞　13（月）～10月末まで

.半袖体操着、半ズボン、カラー帽子登園。毎日忘

れずに水筒持参、けんこうチェック提出。

＜プール納め＞　15（水）

・今年度最後のプール活動になります。

＜8月生まれ誕生会＞17（金）10：00～

・1学期同様、各クラスごとに行います。ぜひお越

しください。けんこうチェックは4日から開始して

ください。

＜9月生まれ誕生会＞　22（水）10：00～

・9月生まれのお子様になります。けんこうチェッ

クは、9日から開始してください。ご都合つけてお

越しください。

＜総練習＞　29（水）

・子どもたちと職員で行います。お弁当の日になり

ます。忘れずに持たせてください。

　　

　　

　　

                 　10月の予定　

　2日　第63回こばとこども園運動会

　4日　1号振替休日　2号通常保育

 14日　内科検診2回目　

20日　年少親子遊び

28日　10月生まれ誕生会

その他お知らせ

9　月　の　行　事　予　定

衣替え準備期間　　　　　　10月末まで

お弁当

お弁当



こばと・乳幼児食(3才以上児)

1 2号のみ提供 2 3
白ライス 白ライス 白ライス

焼肉風 さばのおろし煮 鶏のごまみそ焼き

おさつコロッケ 和風マカロニ炒め コーン焼売

ブロッコリーのツナ和え 人参ときゅうりのサラダ レンコンサラダ

ミニゼリー(グレープ) フルーツ(みかん） パイン缶

みそ汁（小松菜とキャベツ） すまし汁 みそ汁（玉ねぎとえのき）

6 7 8 9 10 おべんとうの日
白ライス ふりかけごはん(やさい) 白ライス

ささみフライ 厚揚げの中華風丼 エビカツ ホイコーロー

野菜カレー炒め 蒸し鶏のサラダ じゃが芋とウィンナーの炒め物 れんこん饅頭

枝豆の胡麻和え なし フレンチサラダ きゅうりとわかめのサラダ

ミニゼリー(青りんご) 中華スープ フルーツ(みかん） イチゴ杏仁

みそ汁（お麩とわかめ） 野菜スープ みそ汁（小松菜と油揚げ）

13 14 15 16 17
白ライス 白ライス 白ライス わかめごはん 白ライス

ハムカツ さばのカレー風味揚げ 鶏の唐揚げ ホキフライ ハンバーグ

春雨五目炒め さつま芋と小松菜の甘辛炒め れんこんソテー ピーマンと筍の炒め物 金平ごぼう

ポテトサラダ 大根サラダ ひじきの煮物 青菜の磯香和え ブロッコリーのおかか和え

ミニゼリー(ストロベリー) フルーツ(みかん） パイン缶 フルーツ(もも) ミニゼリー(グレープ)

野菜スープ みそ汁（豆腐とねぎ） みそ汁（キャベツとえのき） すまし汁 みそ汁（わかめと油揚げ）

20 21 22 23 24
白ライス 白ライス ナポリタン

あじなめろう磯辺揚げ テリマヨチキン オムレツ

野菜炒め キャベツソテー ツナサラダ

里芋のごまみそ和え 青菜おひたし ミニゼリー

ミニゼリー(青りんご) フルーツ(もも) 　(ストロベリー)

みそ汁（豆腐としめじ） みそ汁（大根とねぎ） 野菜スープ

27 28 29 おべんとうの日 30
白ライス キャラメルローフ 白ライス

かつ煮 鮭のコーンクリーム焼き ポークカレー

もっちりちー丸 マカロニソテー エビフライ

ごまマヨサラダ 海藻サラダ キャベツのサラダ

さつま芋の甘煮 フルーツ(もも) オレンジ

みそ汁（小松菜とお麩） 野菜スープ   牛乳

こめやフードサービスみのりキッチン

　献　立　表

月 火 水 木 金



こばと(3才以上児)

日付 給食
からだの血や肉にな

るもの
からだの熱や力にな

るもの
体の調子をととのえる

もの
その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく質

脂質
食塩

1(水)

白ライス,焼肉風,おさつコロッケ,ブロッコリーの
ツナ和え,ミニゼリー(グレープ),みそ汁（小松菜
とキャベツ）

豚小間,ツナ めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,おさつコロッケ,ミ
ニゼリー

むき玉葱,にんじん,
ピーマンスライス緑,ブ
ロッコリー,小松菜,
キャベツ,たまねぎ

しょうゆ,みりん風調味
料,和風だし駿河,和風
ドレッシング,赤味噌,
白味噌

482kcal
16.8g
14.1g
2.4g

2(木)

白ライス,さばのおろし煮,和風マカロニ炒め,人
参ときゅうりのサラダ,フルーツ(みかん）,すまし
汁

骨なしさば切り身30g,
豚ひき肉,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,天
ぷら粉(金星）,油,砂
糖,かたくり粉,マカロニ

大根,青ねぎ,小松菜,
むき玉葱,ぶなしめじ,
にんじん,きゅうり,コー
ン,みかん缶

和風だし駿河,しょう
ゆ,酒,塩,和風ドレッシ
ング

460kcal
15.4g
14.4g
2.1g

3(金)

白ライス,鶏のごまみそ焼き,コーン焼売,レンコン
サラダ,パイン缶,みそ汁（玉ねぎとえのき）

鶏もも開き40ｇ,コーン
焼売

めし･陸稲･精白米,砂
糖,すりごま,ごま,ノン
エッグマヨネーズ

れんこん水煮スライ
ス,にんじん,きゅうり,ﾊﾟ
ｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),たまね
ぎ,えのきたけ,小松菜

白味噌,しょうゆ,みり
ん風調味料,赤味噌,
和風だし駿河

425kcal
14.9g
10.8g
2.3g

6(月)

白ライス,ささみフライ,野菜カレー炒め,枝豆の
胡麻和え,ミニゼリー(青りんご),みそ汁（お麩と
わかめ）

ささみフライ30g,ウイ
ンナースライス

めし･陸稲･精白米,油,
すりごま,砂糖,ミニゼ
リー,ふ

むき玉葱,たけのこ千
切り,ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-
ﾝ),ピーマンスライス
赤,むき枝豆・冷凍,に
んじん,カットわかめ

ソース,カレー粉,塩,チ
キンコンソメ,しょうゆ,
和風だし駿河,赤味噌,
白味噌

442kcal
16.2g
10.0g
2.4g

7(火)

白ライス,厚揚げの中華風丼,蒸し鶏のサラダ,な
し,中華スープ

ミニ絹厚揚げ,豚ひき
肉,蒸し鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,
ごま油,かたくり粉

むき玉葱,にんじん,に
ら,冷凍しめじ,キャベ
ツ,きゅうり,なし,小松
菜,たまねぎ

しょうゆ,塩,中華だし,
和風ドレッシング,とり
がらだし

376kcal
10.9g
10.9g
2.0g

8(水)

白ライス,エビカツ,じゃが芋とウィンナーの炒め
物,フレンチサラダ,フルーツ(みかん）,野菜スー
プ

えびかつ30g,ウィン
ナースライス

めし･陸稲･精白米,油,
ノンエッグマヨネーズ,
チルドポテトダイス,ﾌﾚ
ﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

むき玉葱,小松菜,にん
じん,キャベツ,きゅうり,
コーン,みかん缶,冷凍
しめじ,カットわかめ,た
まねぎ

ケチャップ,チキンコン
ソメ,塩,しょうゆ

392kcal
10.3g
10.5g
2.3g

9(木)

白ライス,ホイコーロー,れんこん饅頭,きゅうりと
わかめのサラダ,イチゴ杏仁,みそ汁（小松菜と
油揚げ）

豚小間,れんこん饅頭,
刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,ごま油,いちご杏
仁豆腐

キャベツ,むき玉葱,
ピーマンスライス赤,
ピーマンスライス緑,
きゅうり,にんじん,カッ
トわかめ,小松菜,えの

赤味噌,みりん風調味
料,しょうゆ,中華だし,
中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｾﾊﾟﾚｰﾄ,
白味噌,和風だし駿河

424kcal
15.3g
11.0g
2.7g

13(月)

白ライス,ハムカツ,春雨五目炒め,ポテトサラダ,
ミニゼリー(ストロベリー),野菜スープ

鶏挽肉 めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,はるさめ,ごま油,
チルドポテトダイス,ノ
ンエッグマヨネーズ,ミ
ニゼリー

冷凍たまねぎみじん
切り,カットトマト,にん
じん,むき玉葱,にら,
きゅうり,冷凍しめじ,
カットわかめ,たまねぎ

ハムかつ,ケチャップ,
チキンコンソメ,塩,しょ
うゆ

468kcal
10.2g
11.6g
2.5g

14(火)

白ライス,さばのカレー風味揚げ,さつま芋と小松
菜の甘辛炒め,大根サラダ,フルーツ(みかん）,み
そ汁（豆腐とねぎ）

骨なしさば切り身30g,
冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,天
ぷら粉(金星）,油,さつ
まいも皮付き乱切り
20g,砂糖,ごま

小松菜,大根,きゅうり,
カットわかめ,みかん
缶,青ねぎ,にんじん

塩,カレー粉,しょうゆ,
和風ドレッシング,赤
味噌,白味噌,和風だし
駿河

462kcal
14.3g
12.8g
2.2g

15(水)

白ライス,鶏の唐揚げ,れんこんソテー,ひじきの
煮物,パイン缶,みそ汁（キャベツとえのき）

鶏もも皮つき30ｇ,豚ひ
き肉,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,唐
揚げの素パリパリく
ん,油,砂糖

れんこん水煮スライ
ス,ピーマンスライス
赤,むき玉葱,ピーマン
スライス緑,芽ひじき,
にんじん,たけのこ千

しょうゆ,酒,みりん,チ
キンコンソメ,塩,和風
だし駿河,赤味噌,白味
噌

448kcal
15.5g
14.1g
2.3g

16(木)

わかめごはん,ホキフライ,ピーマンと筍の炒め
物,青菜の磯香和え,フルーツ(もも),すまし汁

鶏肉,刻みのり めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,ふ

わかめごはんの素,
ピーマンスライス緑,
ピーマンスライス赤,
コーン,たけのこ千切
り,小松菜,にんじん,冷

ひとくちホキ磯辺フラ
イ,ソース,和風だし駿
河,しょうゆ,塩

438kcal
16.6g
12.1g
3.0g

17(金)

白ライス,ハンバーグ,金平ごぼう,ブロッコリーの
おかか和え,ミニゼリー(グレープ),みそ汁（わか
めと油揚げ）

豆腐,豚ひき肉,ひじき,
かつお節,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,かたくり粉,ごま
油,ごま,ミニゼリー

にんじん,むき枝豆・冷
凍,えのきたけ水煮,千
切りごぼう,突きこん
にゃく,ブロッコリー,
コーン,カットわかめ,

しょうゆ,しょうが,酒,和
風だし駿河,椎茸細切,
みりん風調味料,赤味
噌,白味噌

465kcal
16.6g
13.7g
2.6g

21(火)

白ライス,あじなめろう磯辺揚げ,野菜炒め,里芋
のごまみそ和え,ミニゼリー(青りんご),みそ汁
（豆腐としめじ）

あじなめろう磯辺揚
げ,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,油,
里芋,すりごま,ごま,砂
糖,ミニゼリー

たまねぎ,にんじん,小
松菜,ピーマンスライ
ス緑,ぶなしめじ,カット
わかめ

ソース,チキンコンソメ,
塩,白味噌,みりん風調
味料,赤味噌,和風だし
駿河

457kcal
10.9g
12.7g
2.6g

22(水)

白ライス,テリマヨチキン,キャベツソテー,青菜お
ひたし,フルーツ(もも),みそ汁（大根とねぎ）

鶏もも開き40ｇ,のり
(焼きのり)

めし･陸稲･精白米,砂
糖,油,ノンエッグマヨ
ネーズ

キャベツ,むき玉葱,
ピーマンスライス赤,
小松菜,にんじん,えの
きたけ水煮,ダイスカッ
ト黄桃缶,大根,青ねぎ

しょうゆ,みりん風調味
料,チキンコンソメ,塩,
和風だし駿河,赤味噌,
白味噌

393kcal
13.9g
10.3g
2.2g

24(金)

ナポリタン,オムレツ,ツナサラダ,ミニゼリー(スト
ロベリー),野菜スープ

ウインナースライス,
ふっくらプレーンオム
レツ,ツナ

ミニスパゲッティ,油,砂
糖,ミニゼリー

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,マッシュルー
ム,カットトマト,キャベ
ツ,にんじん,きゅうり,
カットわかめ,たまねぎ

ケチャップ,ソース,チキ
ンコンソメ,塩,和風ド
レッシング,しょうゆ

402kcal
13.0g
10.6g
2.7g

27(月)

白ライス,かつ煮,もっちりちー丸,ごまマヨサラダ,
さつま芋の甘煮,みそ汁（小松菜とお麩）

ヒレカツ,もっちりチー
丸

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,すりごま,ノンエッ
グマヨネーズ,ふ

むき玉葱,干ししいた
け,たけのこ千切り,グ
リンピース,ブロッコ
リー,にんじん,小松菜,
冷凍しめじ

和風だし駿河,しょう
ゆ,みりん風調味料,さ
つまいも甘露煮,赤味
噌,白味噌

431kcal
14.0g
9.4g
2.4g

28(火)

キャラメルローフ,鮭のコーンクリーム焼き,マカ
ロニソテー,海藻サラダ,フルーツ(もも),野菜スー
プ,牛乳

さけ30ｇ,蒸し鶏ほぐし,
牛乳

キャラメルローフ,ノン
エッグマヨネーズ,マカ
ロニ,油

ダイスたまねぎ,とうも
ろこし(ｸﾘ-ﾑ状),小松
菜,むき玉葱,カットわ
かめ,キャベツ,きゅう
り,ダイスカット黄桃缶,

塩,パセリ,チキンコン
ソメ,和風ドレッシング,
しょうゆ

501kcal
23.0g
17.5g
2.5g

30(木)

白ライス,ポークカレー,エビフライ,キャベツのサ
ラダ,オレンジ

豚小間,無頭エビフラ
イM,蒸し鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,
じゃがいも,ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯ
ｼﾝｸﾞ

むき玉葱,にんじん,
キャベツ,きゅうり,コー
ン,オレンジ

水,カレールウ,ソース 484kcal
11.5g
16.6g
2.7g

月平均栄養価　　　エネルギー   442kcal　　　たんぱく質   14.4g　　　脂質   12.4g　　　食塩相当量   2.4g

令和3年 9月     こんだてひょう
こめやフードサービスみのりキッチン


