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7月に入り天候や気温が安定し、水遊び・プール遊びが始まりました。 

「今日は水遊びの日かな？」と毎日楽しみに登園している子どもたちです。これからは本格的に暑い

日が続きますので栄養や水分・休養を十分にとり、熱中症・夏バテなどに気を付けて行きましょう。 

今 月 の 目 標 

ひまわりぐみ 

さくらぐみ 

たんぽぽぐみ 

○夏の遊びを十分に楽しむ。 

○夏の健康を守る。 

○夏期保育・混合保育を生かして縦の関係をより深めて相互に発展させる。 

○衣服の着脱など自分でしようとする。 

ちゅうりっぷぐみ 

 つぼみぐみ 
○健康に気をつけながら、外遊び・水遊びを楽しむ。 

  

日 予 定 内      容 

７日（金） 

 

七夕の集い 七夕のお話を聞いたり、歌をうたったり、短冊に願い事を書いて 

園庭にある笹に飾りをつけて楽しみます。 

たんぽぽ・さくら・ひまわりは記念写真を写します。写真代は１枚

１００円（キングサイズ）です。７日までに納入袋に入れて納めて

ください。尚、ひまわり組はアルバム用の写真代の中に含まれます。 

鼻 の 日 ８（は）７（な）の日です。 

立  秋 暦の上では秋です。 

1０日（月） 山の日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日としています。 

自然に触れ、事故に気を付けながら、体を鍛える良い機会です。 

１３日（木） 

１４日（金） 

１５日（土） 

 

お盆 

 

種々の供物を祖先の霊に供えて冥福を祈る日です。 

一般にはお墓参り、霊祭を行います。 

お盆休みの方はご協力をお願いします。 

1５日（土） 

 

 

お弁当の日 全園児ご家庭で作った暖かい気持ちのこもった手作り弁当を持参

しましょう。 

夏期は、おかずなど特にいたみやすいものは避けて入れるように 

配慮をお願いいたします。 

２０日（木） 

 

誕 生 会 

 

8月生まれの子どもをみんなでお祝いします。 

クレヨンカンパニ－の方に来ていただき、ひまわり・さくら・ 

たんぽぽ組はホールで人形劇を楽しみます。 

飛沫などが飛ばない様、マスクの着用をお願いします。 

会食がありますので、主食はいりません。 

＊今月のシーツをはずす日は、毎週土曜日になります。 

＊ひまわりぐみ（年長）…詩吟 １１日・２５日 絵画造形教室 ２４日 
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＊苦情・要望に関して 

 同じ保護者から、クラス担任の発言や保育園への入園、懇談会の開催日時或いは保育に関する幾つ

かの苦情があり、児童等の個人情報保護の観点から詳細を公表することは控えますが、特に支障がな

いと思われる、次の内容についてお知らせします。 

札幌市から保護者宛ての新型コロナウイルス感染症に関するお便りについて、毎日登園していたに

も関わらず、文書に記載の日付に渡されることがなく、時には２・３日後になり、２月末の日付の 

手紙が３月初めに渡された、また 郵送で届いたこともあるとの内容でした。 

 札幌市から送信される通知は、急ぎの提出等が求められる場合（委託費・加算・補助金等の申請の

場合が多い）、予め通知が予告され、メール本文や通知文においてもその旨記述されていることが 

通例ですが、苦情のあった保護者等宛て文書が添付された電子メールによる通知は、どの通知におい

ても、予め通知の予告はされておらず、保護者等への周知に当たり、文書中の日付のうちに確実に 

周知を行う等の緊急性を以って周知することも特段要請されてはおりません。このため、一般的な 

通知文書と同様の扱いと解されますので、当園で実施している周知期間は社会通念上許容される妥当

な期間であると認識しております。この点について、札幌市所管部局へ確認（電話）を取りました 

ところ、上記認識で支障ないとの回答を頂いております。 

また、長期に家庭保育をご協力下さっていたご家庭や体調不良などでお休みが続いているお子さん

がいた場合には、郵送にて書面をお届けしておりました。登園していても郵送されるという行き違い

の場面もありましたこと、この件についてはお詫び申し上げます。 

今後は、これまで通りあまり日を経ずに保護者へお知らせするよう努めていきたいと考えておりま

すが、その周知にはある程度の時間や日数がかかることは止むを得ない（メール受信は副園長一人で

行っているため、受信日に開けない場合もあります。在園児保護者分の文書を印刷・郵送等準備する

には施設の規模に応じて相応の時間を要します。郵送する場合には郵便局の事情〔局員に感染者が 

発生した、開局時間の短縮等〕により、持ち込んだ日に郵送できない場合があります。）ものと考え

ております。そのため、すべての保護者の期待に添うようにお知らせすることが出来ない場合もあり

ますので、何卒ご理解賜りますようお願い致します。 

なお、配布物等の渡し忘れの無いよう職員一同気をつけていきますとともに、札幌市からの文書・

園便りは保育園ホームページにも掲載していきますので、ご確認いただきたいと思います。 

 また、苦情処理委員会として第三者委員を設けており 対応を指導いただく場合もございます。 

この度は仲介していただき、園に苦情内容を正確に伝えて下さりましたが、中立な立場での回答が 

されなかったとのことでした。苦情内容をいただいた際に事実確認を行い、園から第三者委員へ 

報告を行うべきところ、先に話し合いの場を設けてからの内容報告となってしまいました。この件に

関しましては園内での不手際が要因でしたので、再度お詫び申し上げます。 

 その他、保育士の受け答えが誤解を招き 保護者の方に数々の不安やご心配をおかけ致しました。

送迎の際にはなかなかゆっくりとお話することが難しいかもしれませんが 今後ご不明な点などが

ございましたらその都度お話しいただき、なるべく早急に不安や心配なことを軽減できるよう努めて

まいりたいと思います。担任や保育士もしくは主任保育士までいつでも声をお掛けください。 

今後とも、よろしくお願い致します。 

 

 



 

８月は野菜摂取強化月間です 
  

野菜を摂取することは生活習慣などを予防し、健康な生活を維持することにつながります。 

生で食べるよりも加熱した方がたくさん食べることができます。 

家庭では、電子レンジを利用して時短調理を工夫してみましょう。 

 

夏の水分補給 

何を飲んでいますか？            酢で夏バテ＆ 

       たくさん汗をかく季節は、水分補給に         食中毒予防 

       注意が必要です。特に子どもは運動量が   夏は体力が奪われて体がだるく感じ 

       多く、汗をかきやすいので、こまめに    られ子どもたちの食欲が減退しがち 

       水分をとることを忘れないでください。   です。食欲がないときの強い味方と 

       飲み物は麦茶や水が最適です。甘い     いえば、酢です。酢には、疲労回復や 

      ジュースやスポーツドリンク、炭酸飲料は   食欲増進効果のほか、食べ物の消化 

 糖分が多く、食事の妨げになります。虫歯や肥満の    吸収を助ける働きもあります。さらに 

 原因にもなりますので、飲む場合は少量にしましょう。  殺菌・抗菌効果もあり食中毒予防に 

                            効果的とされています。 

                            酢に砂糖やみりんを混ぜて甘酢にし、 

                            食材にかけたりあえたりすれば、 

                            子どもにも食べやすくなります。 

 トマトソーススパゲティ 

 材料          （幼児１０人分）      作り方 

 スパゲティ         ３００ｇ       ① 肉・野菜はそれぞれ切っておく 

 豚もも肉うす切り（一口大） １５０ｇ       ② かつおぶしでだしをとっておく 

 玉ねぎ（うす切り）     １５０ｇ       ③ 豚肉はニンニクで炒めておき、 

 人参（千切り）       １００ｇ         かつおだし汁で野菜、きのこを煮込み 

 キャベツ（一口大）     １８０ｇ         肉、調味料を入れ、パセリ、バターを 

 えのきだけ（２㎝）      ６０ｇ         加える 

 トマト（カット）      １００ｇ       ④ ゆでたスパゲティにかけます 

 ニンニク（みじん切り）     ４ｇ       

 パセリ             少々   ※４～５歳児の１日の野菜摂取目標量は 

 バター            １０ｇ      ２００ｇです。 

 油               少々 

 ケチャップ          ２５ｇ 

 しょう油           ２５ｇ 

 塩               ２ｇ 

 かつおぶし        ３０ｇ 

   水            １.７ℓ 

献立紹介 



 

札幌市保育所給食予定・実施献立表   令和２年８月 北白石保育園 

日 曜
日 

1～2 歳児献立 

主食 

１～５歳児共通献立 

昼食 

1～２歳児献立 １～５歳児共通献立 

午後のおやつ 午前 午後 

１ 

13 

土

木 
かしわうどん かしわうどん・南瓜の含め煮・果物 

牛乳 

70ｃｃ 

果物 

30ｇ 

牛乳（未満児 90ｃｃ） 

クラッカー 

3 

24 
月 ふりかけごはん 

味噌汁（生揚げ・玉葱）・鶏肉のさっぱり煮 

スティック野菜・果物 
牛乳 果物 

牛乳 

※フライドパンプキン 

4 

18 
火 バターロール 

ポークと野菜のスープ・ほっけのムニエル 

小松菜しめじ炒め・果物 
牛乳 果物 

牛乳・せんべい 

※ゆでとうきび 

５ 

19 
水 ごはん 

味噌汁（大根・ワカメ）・なすミートグラタン風 

ゆで枝豆・果物 
牛乳 果物 

牛乳 

※焼きそば 

６ 木 ごはん 
味噌汁（小松菜・フノリ）・豆腐ハンバーグ 

キャベツと人参のツナ和え・果物 
牛乳 果物 

ヨーグルト・かえり煮干し 

鉄強化クラッカー 

７ 

21 
金 うめごはん 

味噌汁（豆腐・シメジ）・鮭の磯辺揚げ 

切干大根のナムル・果物 
牛乳 果物 

アイスクリーム 

クラッカー 

８ 

22 
土 

トマトスープ 

スパゲティ 

トマトスープスパゲティ・じゃが芋のみそ煮 

果物 
牛乳 果物 

牛乳 

せんべい 

11 

25 
火 ごはん 

味噌汁（チンゲン菜・ワカメ）・果物 

大根のおかか和え・チンジャオロースー 
牛乳 果物 

牛乳 

※きなこマフィン 

12 

26 
水 ごはん 

味噌汁（水菜・舞茸）・炒め納豆 

白菜わかめ和え・果物 
牛乳 果物 

牛乳・昆布 

豆パン 

27 木 ごはん 
味噌汁（玉葱・人参）・鶏肉のから揚げ 

トマトと胡瓜のサラダ・果物 
牛乳 果物 

牛乳・ビスケット 

オレンジゼリー 

14 

28 
金 ごはん 

スープ（南瓜・エノキ）・豚肉味噌焼き 

小松菜のり和え・果物 
牛乳 果物 

牛乳 

クッキー 

29 土 味噌ラーメン 味噌ラーメン・ブロッコリー生姜和え・果物 牛乳 果物 
牛乳 

ビスケット 

17 

31 
月 ごはん 夏野菜カレー・キャベツのコーン和え・果物 牛乳 果物 

牛乳 

※チーズパン 

15 土  麦茶・果物 牛乳 果物 
牛乳 

クッキー 

20 木 
冷やし 

ラーメン 
冷やしラーメン・果物 牛乳 果物 

ヨーグルト・かえり煮干し 

鉄強化クラッカー 

＊ 材料 そのほかの都合で変更する場合があります。             ※印は手作りおやつです 

 

  ◎ 15日（土）お弁当の日  

  ◎ 20日（木）お誕生会（会食がありますので、主食はいりません。各クラスで会食します。） 

毎月 1日は野菜の日   19日は食育の日   ８月は野菜摂取強化月間です。 


