
幼保連携型認定 べっぷ里山こども園

 園長 俵積田 修治 

～№２２６

 初秋を迎えましたが、日中はまだ猛暑が続きそうです。熱中症の予防とコロナ感染防止に努めます。 

先月は、２度も登園自粛やお弁当持参にご協力くださり、誠にありがとうございました。お蔭様で、集

団感染を縮小することができました。 

まだコロナ禍ですので園の行事等については、先の見えない状況下です。色々とご心配をお掛け致

しますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。今後とも、毎朝必ず家庭にて園児及び保護者の体

温を測定し、熱や風邪症状、また体調不良があるなど普段と様子が違う場合は、解熱後２４時間以上が

経過し、症状が改善傾向となるまでは、お休みをお願いいたします。

夏の疲れが出るころです。戸外遊びをしますので、早寝・早起き・朝ご飯の生活リズムや体調管理に留

意して、元気な笑顔で登園して思いっきり遊べるように、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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「わくわくふれあい大会」 

10 月 1 日（土）午前中 
★場所：別府小学校校庭 

★雨天の場合は、10／2（日） 

順延となります。 

★家族揃ってふれあい、わくわく

と楽しい半日を過ごせますよう

に、ご協力をよろしくお願いい

たします。 

★予行練習は、９月２６日（月） 

※詳細につきましては、役員会後

に手紙を配布いたします。 

★体操服は、うさぎ・くま・ぞう組 

着用（ｾﾞｯｹﾝに名前記入）

新型コロナウイルス感染症への 

対応について 

★健康管理について 

 発熱（概ね３７．５度以上）や呼

吸器症状があるときは、登園

を控えてください。発熱があっ

た場合は、解熱後２４時間以上

が経過し、呼吸器症状が改善 

 するまでは、ご利用を控えて

ください。 

★感染症が発生した場合の対応 

 園児の家族の感染が判明した 

 場合は、原則として発症日から 

 ５日間は登園を控えていただ

き、必ず連絡をお願いします。 

社会福祉法人別府福祉会べっぷ里山こども園 
Ｔｅｌ 0993-76-2003  Ｆａｘ 0993-72-9901 

e-Mail:beppu-hoiku@po5.synapse.ne.jp

枕崎市では、望ましい学校づくりｱﾝｹｰﾄ 

を実施して調査することになりました。 

・実施期間 ９月１日木～７日水 

・一園二校とは、別府地区に、べっぷ里山

こども園、別府小学校、中学校と一緒に

なり「学びの接続推進に向けて」一貫し

た子どもたちの健全育成をめざして、３５

年間連携を深めています。 

★一園二校合同講演会 

・１１月２５日金曜午後～別府中学校体育館 

 「夢みる小学校」映画上映会実施 

















             今年は、畑のスイカが

甘かった！！ 

              ８月は、給食やおや

つの時間に加え、朝

の活動の合間にも水

分補給としてスイカ

を食べました！ 

スイカが苦手な子も数名ますが、ほとんどの子が大

好きで、たくさん切ったスイカが一瞬でなくなって

帰ってきたときには驚きました！ 

また夏野菜といえばゴーヤですが、先月のゴーヤの

ツナサラダも意外と食べてくれ、嬉しかったです！ 

ゴーヤは軽く塩をして蒸してから、しっかり水気を

切りました。ツナマヨ効果で苦味もそれほど気にな

らず、ご家庭でもおすすめです！ 

令和４年度9月号 

給食担当 内 めぐみ 

先月は２日間の愛情弁当のご協力、本当にありがとうございました。日々の忙しさに加え、お弁当の準備も

大変だったことと思います。世間では、新型コロナウイルスが猛威を振るい、感染者が急増してしまってい

ますが、私自身も我が家の子どもたちから次から次へと感染してしまいました。 

長い長い自宅待機期間でした。子どもたちの症状が、数日で軽くなったことだけが唯一の救いで、皆さまに

大変なご迷惑をおかけしてしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。この感染症にどう立ち向かっていけば

いいのかわかりませんが、日々の規則正しい生活習慣にバランスの良い食事で、元気な身体を作っていきま

しょう！今後も感染対策を続けていきながら、楽しく生活していけるといいですね。 

９月の給食による行事予定 

９／２(金) ９月生まれのお祝い日 

９／9(金) お月見だんご●●●☆彡 

◎お月見◎十五夜のお月見は、中国から

伝わったならわしです。 

日本では、すすきや秋の七草を飾り、そ

の年のお米で作る団子や、さといもなど

をお供えして、来年の収穫を祈ります。

すすきは稲穂に似ていたため、団子と一

緒に供えるようになったといわれ、家の

軒につるすと病気をしないという言い

伝えもあります。 

今年のお月見は９／１０（土）です。 

夏は畑の野菜が豊富で、子どもたちがせっせとお野菜を運んできてくれます！もちろん畑でも丸かじりしていますが、きゅうり・茄子・ピーマン・

ミニトマト・オクラと「これ給食に使ってね～」と日々持ってきてくれます。給食室では、そのたびに「今日は何に使おうか？」と頭をひねらせ、

本日の一品を添えています。少量なら味噌汁やサラダの具へ、大量なら蒸したり炒めたり揚げたりして麺つゆや味噌漬けに！ 

・オクラとレモンの麺つゆ漬け（おかか風味） 

・茄子の南蛮漬け／味噌炒め（豚小間入り） 

・きゅうりやゴーヤの梅味噌和え（おかか風味） 

８月は大活躍した梅ジャム！！下処理した夏野菜を味噌と梅ジ

ャム・おかかで和えれば、さっぱり美味しい一品の出来上がり。 

夏場は、冷たいアイスやジュース・甘いお菓子などの摂取が増えませんでしたか？ 

以前参加した口腔指導の研修で、「お口の育て方」について学びました。虫歯になりにくい人と虫歯にな

りやすい人の差は何かというと、間食の回数の違いだそうです。食事をした後にしっかり何も口にしない

時間を作ってあげることで、お口の中が中性になり歯の再石灰化が進むのだそう！！（水やお茶はＯＫ） 

歯が作られるこの幼児期の時代に長持ちする歯を育ててあげるためにも、上手に間食をし強い歯を残して

いってあげたいですね。 





日 曜 昼食 おやつ 赤：血や肉になる 緑：調子をととのえる

1 木
きび入り玄米 豚肉の生姜焼き 
ポテトサラダ 味噌汁(なす) 納豆
(葱)

グラノーラ ぶた 豆腐 煮干し 削り節 納豆 し
らす干し 豆乳

もちきび 玄米 甜菜糖 なたね油 じゃが
いも いりごま 薄力粉 オリーブ油

にんにく 生姜 キャベツ 玉ねぎ 人参 もやし 

のり

2 金
９月生まれ祝いの日 きのこピラ

フ 鶏のからあげ 春雨マヨサラダ 野菜
スープ バナナ

ヨーグルト 若鶏もも 豆乳 かつお油漬けフ
レーク 削り節 ヨーグルト

なたね油 半つき米 薄力粉 片栗粉 はる
さめ

玉ねぎ 人参 しめじ 生椎茸 エリンギ コーン

3 土 昆布とツナのごはん 野菜ちゃんぽん 
きゅうりと大根のナムル

りんご
かつお油漬けフレーク ぶたもも 
鶏ひき肉 焼き竹輪 蒸しかまぼこ 
削り節 豆乳

半つき米 いりごま 中華めん ごま油 ご
ま

ほそめ昆布 玉ねぎ 人参 キャベツ もやし ほ
うれん草 乾椎茸 まこんぶ きゅうり 大根 り
んご

5 月
雑穀米 車麩すき焼き風煮 卵焼
き 豚汁 納豆(キャベツ)

梅ひじきおに
ぎり

木綿豆腐 鶏卵 ぶたもも 削り節 納
豆 しらす干し

半つき米 五穀 車ふ こんにゃく 甜菜糖 
ごま油 いりごま 半つき米

玉ねぎ 人参 ほうれん草 えのき 乾椎茸 こね
ぎ 大根 まこんぶ なす 生姜 キャベツ 焼き
のり ひじき 梅干し

6 火
粟入り玄米 魚のおろし煮 野菜の素揚
げ 味噌汁(小松菜) 納豆(梅もやし) とうもろこし 魚 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 しら

す干し
あわもち 玄米 なたね油 片栗粉 甜菜糖 
いりごま とうもろこし

人参 まこんぶ 小松菜 焼きのり 梅干し もや
し

7 水
中華丼 和え物(ささ身) わかめ
スープ

チューチュー 
アイス

ぶたもも 若鶏ささ身 削り節
さめ 甜菜糖 いりごま

白菜 玉ねぎ 人参 にら きくらげ 乾椎茸 

8 木 巻き 中華きゅうり 味噌汁(かぼちゃ) 
納豆(えのき)

お菓子 かつお油漬けフレーク 油揚げ 削
り節 煮干し 納豆 しらす干し

玄米 はとむぎ 春巻きの皮 緑豆はるさ
め ごま油 甜菜糖 いりごま ぎ わかめ こんぶ 南瓜 焼きのり えのき

9 金
稗入り玄米 魚の照り焼き 白和
え 味噌汁(もやし) 納豆(葱)

（お月見）  
みたらし団子

魚 木綿豆腐 油揚げ 煮干し 削り節 
納豆 しらす干し 絹ごし豆腐

ひえ 玄米 甜菜糖  ごま いりごま 白玉
粉 上新粉 片栗粉

10 土
カレースパゲティ コールスロー
サラダ きのこスープ

バナナ ぶたひき肉 削り節 スパゲティ 甜菜糖 ほうれん草 りんご きゅうり しめじ 生椎茸 

12 月
ビビンバどんぶり マカロニサラ
ダ ブロッコリースープ

野菜クッキー ぶたもも 鶏卵 木綿豆腐 削り節
マカロニ なたね油 甜菜糖 薄力粉

人参 もやし ほうれん草 きゅうり ブロッコ
リー 玉ねぎ まこんぶ コーン缶

13 火 焼き 和え物(もやし) 味噌汁(え
のき) 納豆(豆苗)

米粉ケーキ 若鶏もも 豆乳 油揚げ 煮干し 削り
節 納豆 しらす干し

玄米 もちきび パン粉 なたね油 オリー
ブ油 甜菜糖 いりごま 米粉

にんにく 生姜 もやし きゅうり 人参 えのき 

り

14 水
きび入り玄米 腹皮の蒲焼き 三
色なます 味噌汁(小松菜) 納豆
(梅えのき)

お菓子 かつお 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し

もちきび 玄米 薄力粉 なたね油 甜菜糖 
いりごま ごま 小松菜 焼きのり えのき 梅干し

15 木
小豆入り玄米 和風ビーフン の
り塩焼きポテト 味噌汁(なす) 納
豆(オクラ)

チーズおかか
おにぎり

あずき タンパッキー 豆腐 煮干し 
削り節 納豆 しらす干し かつお節 
チーズ

玄米 ビーフン じゃがいも なたね油 い
りごま 半つき米

焼きのり

16 金 ヤのツナサラダ 大根と舞茸の
スープ 納豆(もやし)

芋ようかん 魚 まぐろ油漬缶詰 削り節 納豆 し
らす干し

あわもち 玄米 じゃがいも 甜菜糖 いり
ごま さつまいも 上新粉

えのき きゅうり 玉ねぎ 人参 レモン果汁 大

17 土
ゴマ塩ごはん ちゃんこうどん 
かみかみサラダ

午前保育 若鶏もも 油揚げ かつお油漬けフ
レーク

半つき米 いりごま うどん 甜菜糖 ごま
油

白菜 玉ねぎ 人参 ほうれん草 乾椎茸 にんに
く 生姜 切干大根 きゅうり

19 月 敬老の日

20 火 雑穀米 五目煮 かぼちゃのフライ 味噌
汁(ほうれん草) 納豆(なまり節)

玄米おやき 大豆 凍り豆腐 木綿豆腐 削り節 煮
干し 納豆 なまり節 しらす干し

半つき米 五穀 こんにゃく じゃがいも 
なたね油 ごま 玄米ご飯 薄力粉 甜菜糖

乾椎茸 まこんぶ 人参 大根 ごぼう れん根 

きのり キャベツ にら あおのり

21 水
納豆(小松菜)

お菓子 魚 絹ごし豆腐  油揚げ 削り節 煮干
し 納豆 しらす干し

玄米 はとむぎ なたね油  さといも いり
ごま ねぎ わかめ まこんぶ 焼きのり 小松菜

22 木
きび入り玄米 豆乳グラタン ニ

すふりかけ

きのこおにぎ
り

豆乳 鶏卵 削り節 しらす干し
もちきび 玄米 じゃがいも 薄力粉 オ
リーブ油 マカロニ パン粉 ごま 半つき
米

玉ねぎ 人参 南瓜 しめじ ほうれん草 キャベ

のき

23 金 秋分の日

24 土
わかめごはん ごまだれソーメン 
大根サラダ

りんご しらす干し ぶたもも 削り節 かつ
お油漬けフレーク

半つき米 そうめん ごま油 いりごま 甜
菜糖

26 月
豚肉ときのこの和風カレー 野菜
サラダ オニオンスープ

チューチュー
アイス

ぶたもも 豆乳 削り節
舞茸 生椎茸 トマト 玉ねぎ 人参 にんにく 
生姜 レタス きゅうり キャベツ まこんぶ 
コーン缶

27 火
噌汁(小松菜) 納豆(もやし)

五平餅 魚 大豆 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し

あわもち 玄米 片栗粉 なたね油 いりご
ま 半つき米 甜菜糖

乾ひじき 乾椎茸 人参 れん根 枝豆 玉ねぎ 

28 水
雑穀米 肉じゃが  味噌汁(しめ
じ) 納豆(豆苗)

お菓子 牛もも  油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し

半つき米 五穀 じゃが芋 こんにゃく な
たね油 甜菜糖 ごま油  いりごま こんぶ しめじ 豆苗 焼きのり

29 木
野サラダ きのこ汁 納豆(オクラ)

おから焼き
ドーナツ

魚 高野豆腐 削り節 納豆 しらす
干し きな粉 絹ごし豆腐 おから

玄米 はとむぎ 甜菜糖 ごま ねりごま い
りごま 上新粉

キャベツ 人参 梅 まこんぶ 生椎茸  えのき 

焼きのり

30 金
稗入り玄米 昆布とツナのきんぴら ブ
ロッコリーサラダ 味噌汁(かぼちゃ) 
納豆(えのき)

じゃこのおに
ぎり

かつお油漬フレーク 木綿豆腐 油
揚げ 削り節 煮干し 納豆 しらす干
し

ひえ 玄米 ごま油 なたね油 いりごま 半
つき米

昆布 れん根 人参 ブロッコリー きゅうり 

南瓜 焼きのり えのき ほうれん草

令和 4 年 9月 献立表


