１ 月 園 だ よ り
チャイルドスクエア浜松三ケ日 令和 5 年 1 月吉日 園長 北野奈々子

新春のお慶びを申し上げます。新しい 1 年が、お子様にとって、また保護者の皆様にとって笑顔溢れる年
になりますよう、お祈り申し上げます。昨年は、園の運営並びに活動にご理解ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。今年も、子どもたちに「ほいくえん、たのしい」「ほいくえん、だいすき」と思ってもらえるように、
保護者の皆様には安心して大切なお子様を預けていただけるよう、職員一同明るく元気に心を込めて保育
させていただきます。うさぎのようにピョンピョン跳びはねるほど、楽しい事が盛りだくさんの２０２３年に
いたしましょう。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

1 月行事予定

2 月行事予定

・1 月 1 日(日)
～3 日(火)
・ 9 日(月)

・3 日(金)

節分

年始休み

・4 日(土)

運営委員会

成人の日・祝日

・6 日(月)

・10 日(火)

～10 日(金) 身体測定

～13 日(金) 身体測定

・11 日(土)

建国記念日・祝日

・11 日(水)

もちつき

・18 日(水)

交通安全教室

・21 日(土)

お楽しみ会

・23 日(木)

天皇誕生日・祝日

・27 日(金)

避難訓練

・24 日(金)

移動図書館・避難訓練

・13 日(月)
～24 日(金)保育参観

〇児童精神科医の佐々木正美先生の言葉〇
「いい子だからかわいがるのではなく、
かわいがるから本当のいい子になるのです。」

1 月生まれのお友だち

「親や先生ができることは、
子どものありのままを最初の段階ですべて受け入れ、
ありのままで、あなたには価値があるのだ、かけがえのない存在

りす組

２さい

ぱんだ組

４さい

なのだ、ということを全身で伝えてあげることです」
※佐々木正美『子どもの心の育てかた』
半世紀以上も子どもの育ちを見続けた佐々木正美先生。佐々木先生
の言葉には愛情が溢れていて、子どもの育ちに大切なことを学ぶことがで
きます。チャイルドスクエアでは、子どもたちに「大好きだよ」と言葉で伝えて

お願い

います。笑顔のあなたも、怒っているあなたも、泣いているあなたも、いたず

制作で使用するために、１ℓの牛乳パックを集めてい

らしたいあなたも、ありのままのあなたが大好きだよ、という気持ちを込め

ます。玄関に箱を準備いたしますので、その中に入れ

て。今年も、保護者の皆様と子どもたちの成長を見守り、支え、喜び合いと

て下さい。ご協力よろしく言お願いいたします。

思っております。

１

令和５年１月吉日

１月ほけんだより

チャイルドスクエア浜松三ヶ日
主任

藤原育代

新年あけましておめでとうございます。昨年度は、保育活動へのご理解、ご協力あり
がとうございました。日に日に寒さが増すこの頃です。体調に気を配りながら本年もよろ
しくお願いいたします。今年も、手洗いうがいをするなど、感染予防をしながら元気に過
ごしましょう。寒い季節は肌の乾燥やかゆみが気になります。空気が乾燥して、汗をかき
にくくなるため、皮膚の保湿力が低下しているのです。暖房中は必ず加湿しましょう。寒
い日はポケットに手を入れ、背中を丸めがちですが、姿勢が悪いと体のバランスが崩れ
て、転びやすくなり、転んだ時も大変危険です。ポケットから手を出し、背筋はピンと伸
ばしましょう。いつもより元気がない、機嫌が悪いといった症状は、病気のサインかも
しれません。いつもと違う様子があれば、担任にお知らせ下さい。

発熱に関してのお知らせ
37.5 分以上を目安に連絡させていただきます。いつもより食欲がない時や機嫌が悪い
時、下痢が続いている時等も連絡をさせていただきます。特に感染症流行時には
病院への受診をお願いいたします。発熱をした場合、解熱後２４時間経過後、登園にな
ります。
冬はやけどに気を付けましょう

寒くなってくると、温かい食べ

物・飲み物、ポット・やかん・暖房器具などのやけどが増えてきます。
カップ麺でのやけどで救急搬送される子どもが増加傾向にあるそうで

咳で眠れない時
咳が続くと体力を奪います。呼吸が楽になるよ
うにケアしてあげましょう。横になり咳がひどく
でる時は、上半身の下にクッション等をいれて体

す。（生活文化局）やけどには気を付けたいですね。

を起こすようにすると楽になります。空気が乾燥

予防家庭でできる予防策

していると鼻や喉の粘膜に負担がかかります。寝

ケトルや鍋等調理中熱くなるものや、アイ

室にも加湿器を置いて喉を守りましょう。熱がな
ロン等は子どもの手の届かない所に置く。お手伝いの際には、転倒防止
のため安全に配慮して床などはきれいにしておくなどがあります。

やけどをしてしまったら

痛みがなくなるまで、流水で冷やします。

くても咳だけで、小さな子どもは体力を奪われま
す。早く休んだ方が早く治るので、ゆっくり過ご
させてあげましょう。咳の飛沫には、風邪の原因
となるウィルスが含まれています。風邪を直すた

服の上から熱湯がかかった場合は、服を着たまま冷やします。水泡がで
きていたら、つぶさないように上からガーゼで覆います。病院に行くま
では薬を塗らないようにします。

病院に行く目安 化膿してぐじゅぐじゅしている。低温やけどをした。
体の面積 10％以上の範囲のやけどをした。頭・鼻・目・口・局部の火傷。
やけどをした箇所に衣類がくっついている。等です。

めにも他の人に移さないためにも、しっかり休
み、元気になってから登園しましょう。

＜ハムサンド作り：うさぎ組＞

～Ｒ5.1 月～
チャイルドスクエア浜松三ケ日
あけましておめでとうございます。今年も子どもたちが楽しめるよう心を込めて給食
を作りたいと思います。また、旬の食材や日本の伝統料理で四季を感じてもらいな
がら、今年一年も元気に過ごしていきます。よろしくお願いします。

初めてのハムサンド作りに挑戦！パンにハムを

おせち料理の意味、知っていますか？

のせ、マヨネーズを絞り、サンドしました。自分

おせち料理は重ねた重箱に詰めるのが一般的ですが「幸せを重ねる」という意味が

が好きなだけマヨネーズを絞るとパンからはみ

あります。おせち料理の食材には一つ一つおめでたい意味があります。食品や料理に

出してしまうことも。お家でも色々な具材を用

込められた願いを少しだけご紹介します！

意して挑戦してみて下さい♪

田作り・・・豊作を願う
昆布巻き・・・「よろこぶ」ことが多い年になる
栗きんとん・・・金運に恵まれる

＜肉まん＞

かずのこ・・・家族がたくさん増える
えび・・・腰が曲がるまで健康に長生きする

（材料）４人分

黒豆・・・「まめ」に働ける

具
・豚ミンチ…40ｇ

春の七草を食べましょう！

・干し椎茸…2.5ｇ

１月７日は春の七草が入ったお粥を食べて、1 年

生地

① 豚ミンチ、ミジン切りした干し椎茸・
・ホットケーキ
ミックス…80ｇ
白ねぎと A の調味料を混ぜ合わせて、

・白ねぎ…15ｇ
・塩…0.8ｇ

・片栗粉…7ｇ

の無病息災を願う日であり、「人日（じんじつ）の節
句」と呼ばれています。春の七草は言えますか？

・しょうゆ…1.5ｇ

・水…25ｇ

七草粥は消化も良く、体も温まるので冬にぴったり

・砂糖…5ｇ

A

の食べ物です。保育園では６日（金）のおやつで七

・料理酒…1.2ｇ

草風粥を提供します。ぱんだ・ぞう組で育てた野菜

・片栗粉…1.2ｇ

も使用する予定です。

・ごま油…1.2ｇ

（作り方）

・油…5ｇ

４つに分ける。
② 生地の材料合わせ、生地を作り、
４つに分ける。
（水は調整しながら加える。）
③ ②の生地で①の具を包む。
④ 蒸し器で２０分蒸す。
★完成★

令和5年1月 献 立 表
チャイルドスクエア浜松三ヶ日
献立名
日

曜

4・18

水

5・19

木

6・20

金

7・21

土

23

月

昼食

朝おやつ

麦茶
ごはん チキンカレー
ポン菓子 キャベツとコーンのおかか和え

牛乳
マカロニ安倍川
果物（みかん）

麦茶
しらすせ
んべい

ごはん 松風焼き
筑前煮 なます
ほうれん草のすまし汁

牛乳
ジャムパイ
果物（バナナ）

麦茶
クッキー

ミートスパゲティ
ブロッコリーのツナ和え
わかめスープ

牛乳
6日 七草風粥
20日 焼きおにぎり
果物（オレンジ）

麦茶
中華丼
せんべい 豆腐スープ

牛乳
ポン菓子
果物（バナナ）

麦茶
クッキー

牛乳
フレンチトースト
果物（りんご）

17・31 火

鶏もも かつお節
牛乳 きなこ

米 なたね油 じゃがいも
マカロニ・スパゲッティ 砂糖

にんじん たまねぎ
キャベツ コーン みかん

鶏ひき肉 みそ
油揚げ 牛乳

米 片栗粉 砂糖 ごま
なたね油 さといも
パイかわ いちごジャム

ぶたひき肉 まぐろ 牛乳
ちりめんじゃこ

マカロニ・スパゲッティ
なたね油 砂糖 薄力粉
ごま油 ごはん

ｴﾈﾙｷﾞ-：484kcal
水分：368.4g
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.6g

ｴﾈﾙｷﾞ-：432kcal
水分：241.8g
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.4g

ｴﾈﾙｷﾞ-：377kcal
水分：293.5g
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.9g

ｴﾈﾙｷﾞ-：664kcal

ｴﾈﾙｷﾞ-：576kcal
水分：452.7g
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.3g

ｴﾈﾙｷﾞ-：622kcal
水分：326.3g
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.5g

ｴﾈﾙｷﾞ-：516kcal
水分：361g
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.2g

ｴﾈﾙｷﾞ-：541kcal
水分：327.1g
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.8g

ｴﾈﾙｷﾞ-：488kcal
水分：362.2g
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.3g

ｴﾈﾙｷﾞ-：496kcal

ｴﾈﾙｷﾞ-：412kcal
水分：322.7g
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.3g

ｴﾈﾙｷﾞ-：610kcal
干ししいたけ ごぼう にんじん 水分：352.1g
キャベツ もやし コーン たまねぎ ﾀﾝﾊﾟｸ：21.2g
葉ねぎ わかめ りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：531kcal
水分：381.1g
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.6g

ｴﾈﾙｷﾞ-：421kcal

ｴﾈﾙｷﾞ-：356kcal
水分：387.5g
ﾀﾝﾊﾟｸ：12g

ｴﾈﾙｷﾞ-：557kcal

ｴﾈﾙｷﾞ-：489kcal
水分：354.7g
ﾀﾝﾊﾟｸ：19g

ｴﾈﾙｷﾞ-：574kcal

ｴﾈﾙｷﾞ-：481kcal
水分：313.7g
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g

ほうれんそう かぶ オレンジ
チンゲンサイ にんじん
たまねぎ はくさい 葉ねぎ
バナナ

しいら みそ 牛乳 卵

中華スープ

牛乳
おしるこ
果物（みかん）

豆腐 ぶたひき肉 みそ
ちりめんじゃこ 牛乳 あずき

米 ごま油 砂糖 片栗粉
白玉粉

根深ねぎ 干ししいたけ
にんじん たまねぎ しょうが
にんにく ほうれんそう もやし
わかめ みかん

ごはん ささみの風味揚げ
いんげんの胡麻和え
かぶの味噌汁

牛乳
もちもちパン
果物（オレンジ）

ささみ 油揚げ みそ 牛乳
チーズ

米 片栗粉 なたね油 砂糖
ごま 白玉粉
ホットケーキミックス

鶏めし 野菜炒め
じゃが芋とツナの煮物
豆腐の味噌汁

牛乳
きな粉クッキー
果物（りんご）

鶏もも ベーコン まぐろ
みそ 豆腐 牛乳 きなこ
脱脂粉乳 卵

米 砂糖 じゃがいも
薄力粉 バター

麦茶
クッキー

牛乳
チーズマフィン
果物（みかん）

ごはん 魚のおろし煮
白菜のおかか和え
しめじの味噌汁

麦茶
ごはん 鶏肉と大豆の揚げ煮
せんべい 華風和え

玉ねぎのスープ

牛乳
いちごクリームサンド

未満児

ｴﾈﾙｷﾞ-：584kcal
たまねぎ しょうが あおのり
さやいんげん れんこん ごぼう 水分：335.6g
にんじん だいこん ほうれんそう ﾀﾝﾊﾟｸ：19.3g
バナナ
ｴﾈﾙｷﾞ-：434kcal
たまねぎ にんじん もやし 水分：301.2g
ブロッコリー わかめ
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.9g

たまねぎ トマト ピーマン
えだまめ コーン キャベツ
葉ねぎ バナナ

麦茶
みかんヨーグルト

以上児

ｴﾈﾙｷﾞ-：480kcal
水分：307.6g
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g

米 片栗粉 なたね油 砂糖
じゃがいも マヨネーズ
薄力粉 バター

麦茶
ごはん ドライカレー
せんべい キャベツのいそかあえ

栄養価

ｴﾈﾙｷﾞ-：526kcal
水分：258.7g
ﾀﾝﾊﾟｸ：19g

牛乳
ココア蒸しパン
果物（バナナ）

11・25 水

16・30 月

体の調子を整える

米 砂糖 ごま油 ごま 豆乳
食パン バター

麦茶
ごはん 麻婆豆腐
ポン菓子 ナムル

14・28 土

力や体温のもとになる

豚肩 油揚げ 豆腐 みそ
牛乳 卵

ごはん 豚の生姜焼き
三色ごま野菜
豆乳みそしる

キャベツの味噌汁

麦茶
クッキー

みどり

ごま油 片栗粉 米 あられ

10・24 火

麦茶
しらすせ
12・26 木
んべい

黄

豚肩 豆腐 牛乳

麦茶
ごはん 魚のエスカベージュ
せんべい じゃがいものオーロラソース

13・27 金

昼おやつ

あか
体をつくる
血や肉になる

しょうが たまねぎ キャベツ に 水分：440.9g
んじん こまつな
ﾀﾝﾊﾟｸ：29.9g
えのきたけ りんご

にんにく しょうが にんじん さ 水分：278.5g
やいんげん 葉ねぎ かぶ オ ﾀﾝﾊﾟｸ：23.8g
レンジ

ぶたひき肉 ヨーグルト

米 ごま 砂糖

にんじん たまねぎ トマト缶 水分：359.3g
ピーマン キャベツ あおのり ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
みかん缶

さわら かつお節 みそ 牛乳
チーズ

米 片栗粉 なたね油 砂糖
ホットケーキミックス

しょうが だいこん はくさい に 水分：318.7g
んじん 葉ねぎ たまねぎ しめ ﾀﾝﾊﾟｸ：22.9g
じ みかん

だいず 鶏もも 牛乳
クリーム

米 片栗粉 さつまいも
なたね油 砂糖 ごま油 ごま
はるさめ 食パン

しょうが にんじん こまつな 水分：267.2g
ほうれんそう もやし わかめ ﾀﾝﾊﾟｸ：18.4g
たまねぎ コーン いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：393kcal
水分：340.9g
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g

