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７ 月 の 行 事 予 定 

 行 事 予 定 スイミング 給食メニュー カロリー 

1 日（日） 休園 
 

 
 

 

２日（月） 
縦割り保育        

コッコクラブ       １０：００ ～ １２：００  
 

 

昆布ご飯・みそ風味から揚げ・ブロッコリー・焼きそば・ 

黄桃（お箸・コップ） 
461k 

３日（火） 年長身体測定   
カレーライス・胡瓜マロニーシーチキンの酢の物 

（お皿・コップ・スプーン） 
416k 

４日（水） チャレンジ             年中身体測定  
 お弁当持参日  

５日（木） 年少身体測定   お楽しみパン・ジュース・ゼリー（お皿・コップ・スプーン） 285k 

６日（金） 午前中保育   補食  

７日（土） 七夕音楽会         １０：００ ～ １１：３０     

8 日（日） 休園    
 

 

9 日（月） 
縦割り保育        

コッコクラブ       １０：００ ～ １２：００ 
 

 

冷やしきつねうどん・ふりかけご飯・ミニゼリー 

（お椀・コップ・お箸） 
318k 

10 日（火） ＥＣＣ   お楽しみパン・ジュース・ゼリー（お皿・コップ・スプーン） 285k 

11 日（水） チャレンジ    お弁当持参日  

12 日（木） 交通安全教室       １１：００ ～ １２：００   
ホワイトシチュー・リンゴキャベツサラダ（お皿・コップ・

スプーン・お箸） 
416k 

13 日（金） ピヨピヨクラブ    １１：００ ～ １２：００  
 

胡麻ご飯・ヒレカツ・ほうれん草とコーンのソテー・ 

茹で枝豆・ミニゼリー（お箸・コップ） 
441k 

14 日（土） 休園      

15 日（日） 休園     

16 日（月） 海の日 休園     

17 日（火）    
ゆかりご飯・野菜いっぱい生姜炒め・花人参・いんげんの 

胡麻マヨ和え・カニカマ天ぷら・マンゴー（お箸・コップ） 
406k 

18 日（水） 

誕生会 １０：３０ ～ 

（ 誕生児の保護者の方は自由に参加できます。） 

終業式 

  お弁当持参日  

19 日（木） 
年長・年中合宿 

年少・こうまの集い 
    

20 日（金） 
年長・年中合宿 

年少・こうま休園 
    

21 日（土） 休園     

22 日（日） 休園     

23 日（月） 夏期特別保育 ①「アクアパルコ洛西」に行こう！   パン・ジュース・おやつ 285k 

24 日（火） 夏期特別保育 ② 工作の日  
 

お楽しみランチ（お箸・コップ）  

25 日（水） 夏期特別保育 ③「宝積寺」に行こう！   パン・ジュース・おやつ 285k 

26 日（木） 
夏期特別保育 ④ 科学の日 

ピヨピヨクラブ   １１：００ ～ １２：００ 
 

 
お楽しみランチ（お箸・コップ）  

27 日（金） 夏期特別保育 ⑤ 平安騎馬隊と子どもの楽園       パン・ジュース・おやつ 285k 

28 日（土） 同窓会（在園児休園）     

29 日（日） 休園     

30 日（月） 夏期特別保育 ⑥ ミニ運動会  
 

お楽しみランチ（お箸・コップ）  

31 日（火） 夏期特別保育 ⑦「みどりの絵」を描こう！  
 

お楽しみランチ（お箸・コップ）  

  



3 
 

 

８ 月 の 行 事 予 定 

 行 事 予 定 スイミング 給食メニュー カロリー 

1 日（水） 夏期特別保育 ⑧「メグミルク」工場に行こう！ 
 

 パン・ジュース・おやつ 285k 

２日（木） 
夏期特別保育 ⑨「スタンプラリー」で遊ぼう！ 

ピヨピヨクラブ   １１：００ ～ １２：００ 
 

 
お楽しみランチ（お箸・コップ）  

３日（金） 夏期特別保育 ⑩ 料理教室 ～うどんアラカルト～  
 

うドーナツ・うどん（お椀・お皿・お箸・コップ） 318k 

４日（土） 休園     

５日（日） 休園     

６日（月） 夏期特別保育 ⑪ カブト虫にさわろう！   パン・ジュース・おやつ 285k 

７日（火） 夏期特別保育 ⑫「松尾大社絵提灯」を描こう！  
 

お楽しみランチ（お箸・コップ）  

8 日（水） 園内研修      

9 日（木） 閉園日     

10 日（金） 
 

    

11 日（土） 山の日   
 

 

12 日（日）      

13 日（月）      

14 日（火）      

15 日（水）      

16 日（木）      

17 日（金） 夏期特別保育 ⑬ 野鳥遊園 ～ 竹笛づくり ～  
 

お楽しみランチ（お箸・コップ）  

18 日（土） 休園     

19 日（日） 休園     

20 日（月） 夏期特別保育 ⑭「水無瀬自然公園」に行こう！   パン・ジュース・おやつ 285k 

21 日（火） 
夏期特別保育 ⑮ サーキットあそび 

ピヨピヨクラブ   １１：００ ～ １２：００ 
  カレーライス・サラダ（お皿・スプーン・お箸・コップ） 416k 

22 日（水） 夏期特別保育 ⑯ きっづ光科学館 ふぉとん   パン・ジュース・おやつ 285k 

23 日（木） 夏期保育 ①  
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

24 日（金） 
夏まつり      １６：００ ～ １９：００ 

ピヨピヨクラブ   １６：００ ～ １９：００ 
    

25 日（土） 休園     

26 日（日） 休園     

27 日（月） 夏期保育 ②       
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

28 日（火） 夏期保育 ③  
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

29 日（水） 夏期保育 ④  
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

30 日（木） 夏期保育 ⑤  
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

31 日（金） 夏期保育 ⑥  
 

お楽しみ弁当（お箸・コップ）  

 


