
お知らせ 

＊令和５年度新入園児願書受付（1号認定）＊ 

日時  ９月８日（木）  ９：３０～１６：００ 

場所  職員室 

・入園願書の必要な方は職員室まで取りに来てください。 

・９月９日（金）以降も随時受け付けを行いますが、定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

・２号認定・３号認定の受付につきましては、９月９日（木）～10月１６日（土）藤枝市役所での受付提出になり 

ます。 

 

＊衣替え準備期間（わくわく部）＊ 

  ・９月１２日（月）～ 半袖体操着・半ズボン・カラー帽子登園になります。 

 

＊登降園についてのお願い（わくわく部）＊ 

   ９月からも引き続き、親子登降園でお願いします。帰りは学年毎の時間でお迎えに来てください。運動会終

了後の１０月４日（火）より徒歩通園を再開する予定です。 

 

＊感染症対策についてのお願い（わくわく部）＊ 

 ・２学期もしばらくの間は、室内ではマスクを着用して遊んでいきます。マスクをして登園してきましょう。 

（熱中症対策のため、戸外での活動・プール遊びについては外していきます。） 

・予備用として、カバンのポケットにマスク 1枚を入れて、毎日持たせてください。 

 

 

 

   

本日より２学期がスタートしました。今年も感染症対策を心掛けた夏季休業・夏季保育でした

が、御家庭でも夏ならではの遊びを楽しめたことと思います。この夏の経験を活かし２学期も活

気に満ちあふれた園生活を過ごしていってほしいと思います。 

そして、２学期は大きな行事もたくさんあります。園では感染症対策をしながら「安心・安全」

を第一に、子どもたちが友達と元気いっぱい園生活を楽しめるよう日々の教育・保育を大切にし

ていきたいと思います。引き続き御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

園だより（令和４年度・９月号） 

 
教育目標 明るく素直な子 

駿河台こども 稲葉俊英 

 



 月 火 水 木 金 土

1 2 3

安全の日 引き渡し訓練 2・３号認定

半日保育（１１時ランド） 年長鼓笛 希望保育

始業式 １号給食開始

4 5 6 7 8 9 10

坐禅・誕生会（８月） 園庭開放日 令和5年度入園願書受付 2・３号認定

体育遊び 希望保育

　　

11 12 13 14 15 16 17

家読の日 プール納め 2・３号認定

保育料引落日 年長鼓笛 希望保育

18 19 20 21 22 23 24

坐禅・誕生会（９月） 2・３号認定

🎌敬老の日 体育遊び 🎌秋分の日 希望保育

保育料引落日 職員会議

25 26 27 28 29 30

半日保育（１１時ランド）

運動会総練習 前日準備

　

9　 月　の　行　事　予　定

　

＜坐禅・誕生会＞

＊８月生まれ 　　５日（月）

＊９月生まれ　２２日（木）　　

（参観者１名・わくわく部）

＊時間　年長坐禅９：３０～

　　　　誕生会１０：００～　

＊持ち物・健康カード　

　　　　  ・マスク着用 

＜園庭開放日＞　７日（水）

＊未就園児対象

＊１０：００～１１：００

＊水遊びコーナーもあります。

＊雨天の場合は中止です。

  

  

  

  

　

わくわくお弁当

わくわくお弁当

１０月の主な行事

１日 第３５回運動会

予備日①２日（日）

②９日（土）

３日 １号振替休日

１２日 ちびっこ開放日

１８日 保護者会主催行事

２０日 年少親子遊び

年中こばと交流会

２７日 内科検診

２８日 坐禅・誕生会



日
曜
日

給食 １５時 血や肉になる 熱や力になる 体の調子を整える カロリー

1 木 ご飯　生揚げの炒め物　ハムときゅうりの甘酢和え　中華スープ
フルーツポンチ
牛乳

豚こま　生揚げ　ハム　わかめ こめ　油　さとう 玉ねぎ　しいたけ　チンゲン菜　人参　きゅうり
もやし　葉ねぎ 507kcal

2 金 豚丼　おかか和え　みそ汁　りんご
さつま芋蒸しパン
牛乳

豚ばら　糸こんにゃく　刻みのり　かつお
節

こめ　さとう 玉ねぎ　白菜　もやし　きゅうり　小松菜　りん
ご 582kcal

5 月 ご飯　豆腐入り松風焼き　ブロッコリーのツナ和え　すまし汁
ジャムサンド
牛乳

鶏ひき　木綿豆腐　たまご　ツナ こめ　パン粉　さとう　油　ごま　マヨネーズ
麩

ねぎ　玉ねぎ　ブロッコリー　ほうれん草　人参

559kcal

6 火 ご飯　魚のフライ　トマト　秋野菜のみそ汁　バナナ
牛乳かん
麦茶

白身魚 こめ　薄力粉　パン粉　油　里芋 トマト　玉ねぎ　なめこ　人参　葉ねぎ　バナナ

400kcal

7 水
デニッシュパン　チーズ入りミートローフ　ポテトサラダ
コンソメスープ　ミニケーキ　牛乳

安倍川マカロニ
牛乳

合いびき　木綿豆腐　チーズ　ツナ　ミニ
ケーキ　牛乳

デニッシュパン　油　パン粉　じゃが芋　マ
ヨネーズ

玉ねぎ　MIXベジタブル　きゅうり　人参　キャ
ベツ　コーン缶 729kcal

8 木 五目うどん　竹輪の磯辺揚げ　きゅうりのゆかり和え　オレンジ
カステラ
牛乳

鶏こま　油揚げ　竹輪　青のり うどん　薄力粉　油 人参　しめじ　ねぎ　ほうれん草　きゅうり　もや
し　オレンジ 511kcal

9 金 お弁当の日
フライドポテト
牛乳 kcal

12 月 ご飯　豚肉と野菜のみそ炒め　たたききゅうり　春雨スープ
スイートポテト
牛乳

豚こま　わかめ こめ　油　ごま油　さとう　春雨 もやし　玉ねぎ　人参　チンゲン菜　きゅうり
コーン缶 524kcal

13 火 ご飯　魚のマヨネーズ焼き　粉ふき芋　みそ汁　バナナ
マシュマロおこし
牛乳

白身魚　青のり こめ　マヨネーズ　じゃが芋 玉ねぎ　小松菜　人参　バナナ

518kcal

14 水 ロールパン　ポークビーンズ　グリーンサラダ　梨　牛乳
おにぎり
麦茶

大豆　豚こま　かにかま　牛乳 ロールパン　油　さとう　じゃが芋 玉ねぎ　人参　しめじ　トマト缶　きゅうり　キャ
ベツ　コーン缶　梨 522kcal

15 木 菜飯　炒めビーフン　チーズサラダ　もやしのスープ
カクテルゼリー
牛乳

豚こま　なると　チーズ こめ　油　ビーフン　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　キャベツ　干し椎茸　ブロッコ
リー　もやし　葉ねぎ 495kcal

16 金 ご飯　焼肉　ナムル　みそ汁
ラスク
牛乳

豚こま　錦糸玉子　油揚げ こめ　油　ごま　ごま油　じゃが芋 玉ねぎ　もやし　ピーマン　ほうれん草　人参
葉ねぎ 621kcal

20 火 和風スパゲティー　南瓜サラダ　レタススープ　バナナ
豆乳ドーナツ
牛乳

バター　鶏こま スパゲティー　油　南瓜　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　えのき　しめじ　しいたけ　ほう
れん草　きゅうり　レタス　コーン缶　バナナ 530kcal

21 水 中華丼　バンバンジーサラダ　わかめスープ　りんご
大学芋
牛乳

豚こま　かまぼこ　鶏ささみ　わかめ こめ　油　片栗粉　バンバンジードレッシン
グ

白菜　人参　もやし　チンゲン菜　きゅうり　ね
ぎ　りんご 503kcal

22 木
さつま芋ご飯　鶏のから揚げ　ほうれん草のごま和え
みそ汁　ミニケーキ

プリン
麦茶

鶏もも　油揚げ　ミニケーキ こめ　さつま芋　片栗粉　油　ごま　さとう 生姜　ほうれん草　もやし　人参　玉ねぎ　葉ね
ぎ 541kcal

26 月 ご飯　魚のパン粉焼き　キャベツの昆布和え　すまし汁
お麩ラスク
牛乳

白身魚　粉チーズ　塩昆布 こめ　パン粉　さとう　油　ごま　マヨネーズ
麩

パセリ缶　キャベツ　きゅうり　人参　小松菜
玉ねぎ 383kcal

27 火 秋野菜カレー　フルーツヨーグルト
お好み焼き
牛乳

鶏こま　カレールウ　ヨーグルト こめ　さつま芋　油　さとう 玉ねぎ　れんこん　人参　ごぼう　しめじ　パイ
ン缶　りんご　バナナ 500kcal

28 水 お弁当の日
おはぎ
麦茶 kcal

29 木 ご飯　鶏のごまみそ焼き　マカロニサラダ　すまし汁
フルーツゼリー
牛乳

鶏もも　ハム　絹ごし豆腐 こめ　さとう　ごま　油　マカロニ　マヨネー
ズ　麩

人参　きゅうり　葉ねぎ

543kcal

30 金 ご飯　肉じゃが　お浸し　みそ汁
ミニピザ
牛乳

豚こま　糸こんにゃく　絹ごし豆腐　わか
め

こめ　じゃが芋　油　さとう 玉ねぎ　人参　ほうれん草　もやし　えのき

543kcal

kcal

kcal

（献立は上記のように予定しておりますが、天候・発注等の都合により変更になる場合もありますのでご了承ください）

  食　事　だ　よ　り 駿河台こども園（幼児）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年9月号

給食メモ

㈱ウェルビーフードシステム

暦の上では秋となりましたが、日中は気

温も高く、夏と変わらず暑い日が続いて

います。1日の気温差が大きくなると体が

気温の変化に対応できず、体調を崩しが

ちになります。十分な睡眠をとり、秋に旬

を迎える食材を食べて、夏の疲れを持ち

越すことなく元気に過ごしましょう。

9月1日は防災の日

1923年9月1日、東京を中心に震度7の大

地震が発生し、たくさんの家が壊れ、10

万人以上の尊い命が失われました。そ

のことを忘れず、いつ来るのか分からな

い地震に備えて、安全に非難したり、助

け合えるよう練習し、災害については確

認し合うために「防災の日」ができました。

～備蓄食品リスト～

飲み物…水（1日1人3リットルが目安）お

茶、スポーツドリンク

主食…米（アルファ化米や無洗米が便

利）餅、インスタント麺

副食…レトルト食品、フリーズドライ食品、

缶詰、乾物等

その他…家族に乳児がいる場合は粉ミル

ク、ベビーフード等

今年は9月10日（土）

★7日と22日は誕生日メニューです。お誕生日おめでとうございます！



日
曜
日

10時 給食 １５時 血や肉になる 熱や力になる 体の調子を整える カロリー

1 木
ふわふわチップス
牛乳

ご飯　生揚げの炒め物　ハムときゅうりの甘酢和え　中華スープ
フルーツポンチ
牛乳

豚こま　生揚げ　ハム　わかめ こめ　油　さとう 玉ねぎ　しいたけ　チンゲン菜　人参　きゅうり
もやし　葉ねぎ 493kcal

2 金
野菜プチクッキー
牛乳

豚丼　おかか和え　みそ汁　りんご
さつま芋蒸しパン
牛乳

豚ばら　糸こんにゃく　刻みのり　か
つお節

こめ　さとう 玉ねぎ　白菜　もやし　きゅうり　小松菜　りん
ご 549kcal

5 月
英字ビスケット
牛乳

ご飯　豆腐入り松風焼き　ブロッコリーのツナ和え　すまし汁
ジャムサンド
牛乳

鶏ひき　木綿豆腐　たまご　ツナ こめ　パン粉　さとう　油　ごま　マヨ
ネーズ　麩

ねぎ　玉ねぎ　ブロッコリー　ほうれん草　人
参 535kcal

6 火
紫芋チップス
牛乳

ご飯　魚のフライ　トマト　秋野菜のみそ汁　バナナ
牛乳かん
麦茶

白身魚 こめ　薄力粉　パン粉　油　里芋 トマト　玉ねぎ　なめこ　人参　葉ねぎ　バナナ

407kcal

7 水
胚芽スティック
牛乳

デニッシュパン　チーズ入りミートローフ　ポテトサラダ
コンソメスープ　ミニケーキ　牛乳

安倍川マカロニ
牛乳

合いびき　木綿豆腐　チーズ　ツナ
ミニケーキ　牛乳

デニッシュパン　油　パン粉　じゃが
芋　マヨネーズ

玉ねぎ　MIXベジタブル　きゅうり　人参　キャ
ベツ　コーン缶 689kcal

8 木
ふわふわチップス
牛乳

五目うどん　竹輪の磯辺揚げ　きゅうりのゆかり和え　オレンジ
カステラ
牛乳

鶏こま　油揚げ　竹輪　青のり うどん　薄力粉　油 人参　しめじ　ねぎ　ほうれん草　きゅうり　も
やし　オレンジ 493kcal

9 金
野菜プチクッキー
牛乳

わかめご飯　鶏の照り焼き　納豆サラダ　冬瓜のすまし汁
フライドポテト
牛乳

わかめ　鶏もも　納豆　チーズ　ツナ こめ　さとう　ごま油 きゅうり　キャベツ　人参　冬瓜　干し椎茸　葉
ねぎ 545kcal

12 月
英字ビスケット
牛乳

ご飯　豚肉と野菜のみそ炒め　たたききゅうり　春雨スープ
スイートポテト
牛乳

豚こま　わかめ こめ　油　ごま油　さとう　春雨 もやし　玉ねぎ　人参　チンゲン菜　きゅうり
コーン缶 507kcal

13 火
紫芋チップス
牛乳

ご飯　魚のマヨネーズ焼き　粉ふき芋　みそ汁　バナナ
マシュマロおこし
牛乳

白身魚　青のり こめ　マヨネーズ　じゃが芋 玉ねぎ　小松菜　人参　バナナ

503kcal

14 水
胚芽スティック
牛乳

ロールパン　ポークビーンズ　グリーンサラダ　梨 牛乳
おにぎり
麦茶

大豆　豚こま　かにかま　牛乳 ロールパン　油　さとう　じゃが芋 玉ねぎ　人参　しめじ　トマト缶　きゅうり　キャ
ベツ　コーン缶　梨 525kcal

15 木
ふわふわチップス
牛乳

菜飯　炒めビーフン　チーズサラダ　もやしのスープ
カクテルゼリー
牛乳

豚こま　なると　チーズ こめ　油　ビーフン　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　キャベツ　干し椎茸　ブロッコ
リー　もやし　葉ねぎ 483kcal

16 金
野菜プチクッキー
牛乳

ご飯　焼肉　ナムル　みそ汁
ラスク
牛乳

豚こま　錦糸玉子　油揚げ こめ　油　ごま　ごま油　じゃが芋 玉ねぎ　もやし　ピーマン　ほうれん草　人参
葉ねぎ 584kcal

20 火
紫芋チップス
牛乳

和風スパゲティー　南瓜サラダ　レタススープ　バナナ
豆乳ドーナツ
牛乳

バター　鶏こま スパゲティー　油　南瓜　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　えのき　しめじ　しいたけ　ほう
れん草　きゅうり　レタス　コーン缶　バナナ 509kcal

21 水
胚芽スティック
牛乳

中華丼　バンバンジーサラダ　わかめスープ　りんご
大学芋
牛乳

豚こま　かまぼこ　鶏ささみ　わかめ こめ　油　片栗粉　バンバンジード
レッシング

白菜　人参　もやし　チンゲン菜　きゅうり　ね
ぎ　りんご 510kcal

22 木
ふわふわチップス
牛乳

さつま芋ご飯　鶏のから揚げ　ほうれん草のごま和え
みそ汁　ミニケーキ

プリン
麦茶

鶏もも　油揚げ　ミニケーキ こめ　さつま芋　片栗粉　油　ごま　さ
とう

生姜　ほうれん草　もやし　人参　玉ねぎ　葉
ねぎ 518kcal

26 月
英字ビスケット
牛乳

ご飯　魚のパン粉焼き　キャベツの昆布和え　すまし汁
お麩ラスク
牛乳

白身魚　粉チーズ　塩昆布 こめ　パン粉　さとう　油　ごま　マヨ
ネーズ　麩

パセリ缶　キャベツ　きゅうり　人参　小松菜
玉ねぎ 393kcal

27 火
紫芋チップス
牛乳

秋野菜カレー　フルーツヨーグルト
お好み焼き
牛乳

鶏こま　カレールウ　ヨーグルト こめ　さつま芋　油　さとう 玉ねぎ　れんこん　人参　ごぼう　しめじ　パイ
ン缶　りんご　バナナ 484kcal

28 水
胚芽スティック
牛乳

食パン　ビーフシチュー　フレンチサラダ　梨　牛乳
おはぎ
麦茶

牛コマ　ビーフシチュー素　牛乳 食パン　じゃが芋　油　オリーブ油
さとう

玉ねぎ　人参　しめじ　ブロッコリー　キャベツ
きゅうり　みかん缶　梨 515kcal

29 木
ふわふわチップス
牛乳

ご飯　鶏のごまみそ焼き　マカロニサラダ　すまし汁
フルーツゼリー
牛乳

鶏もも　ハム　絹ごし豆腐 こめ　さとう　ごま　油　マカロニ　マヨ
ネーズ　麩

人参　きゅうり　葉ねぎ

520kcal

30 金
野菜プチクッキー
牛乳

ご飯　肉じゃが　お浸し　みそ汁
ミニピザ
牛乳

豚こま　糸こんにゃく　絹ごし豆腐
わかめ

こめ　じゃが芋　油　さとう 玉ねぎ　人参　ほうれん草　もやし　えのき

523kcal

kcal

kcal

（献立は上記のように予定しておりますが、天候・発注等の都合により変更になる場合もありますのでご了承ください）

駿河台こども園（乳児）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年9月号

  食　事　だ　よ　り

給食メモ

㈱ウェルビーフードシステム

暦の上では秋となりましたが、日中は気

温も高く、夏と変わらず暑い日が続いて

います。1日の気温差が大きくなると体が

気温の変化に対応できず、体調を崩しが

ちになります。十分な睡眠をとり、秋に旬

を迎える食材を食べて、夏の疲れを持ち

越すことなく元気に過ごしましょう。

9月1日は防災の日

1923年9月1日、東京を中心に震度7の大

地震が発生し、たくさんの家が壊れ、10

万人以上の尊い命が失われました。そ

のことを忘れず、いつ来るのか分からな

い地震に備えて、安全に非難したり、助

け合えるよう練習し、災害については確

認し合うために「防災の日」ができました。

～備蓄食品リスト～

飲み物…水（1日1人3リットルが目安）お

茶、スポーツドリンク

主食…米（アルファ化米や無洗米が便

利）餅、インスタント麺

副食…レトルト食品、フリーズドライ食品、

缶詰、乾物等

その他…家族に乳児がいる場合は粉ミル

ク、ベビーフード等

今年は9月10日（土）

★7日と22日は誕生日メニューです。お誕生日おめでとうございます！


