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    ７ 月 の 行 事 予 定         ※都合により予定が変更する場合があります。 

 行 事 予 定 スイミング 給食メニュー 

1 日（金） 七夕音楽会 
１０：３０ ～ １１：３０ こうま・年長  

  
１３：３０ ～ １４：３０ 年少・年中 

２日（土） 休園    

３日（日） 休園    

４日（月） モンテッソ―リ         
 

ゆかりおにぎり・冷しゃぶ～ポン酢ジュレ～・チンゲン菜と 

もやしの中華煮・星ポテト 

５日（火） ＥＣＣ（年少・年中・年長）                                     
 

 

わかめご飯・ミートボールと夏野菜のケチャップ炒め・胡瓜と 

カリフラワーのサラダ・いんげんの肉巻きフライ・ 

ミックスフルーツ 

６日（水） チャレンジ（こうま・年少・年中・年長） 
  

カレーライス・オレンジゼリー ※スプーンを持って来てください 

７日（木）      ピヨピヨクラブ 年長 

 
 
  
  

おかかふりかけご飯・星のコロッケ・鶏肉の照り焼き・キャベツと

人参のソテー・オクラとコーンのツナマヨ和え・ 

揚げプチミートボール・りんご 

年長…ウインナードッグ・ジュース・ゼリー 

※年長…コップ・スプーンを持って来てください 

8 日（金） EＣＣ（こうま） 
 

 
ご飯・サワラの西京焼き・ささみ磯辺フライ・れんこん金平・ 

カラフルサラダ・ウインナー・洋なし 

9 日（土） 休園    

10 日（日） 休園    

11 日（月） モンテッソ―リ   
 

わかめご飯・鶏肉の唐揚げ・スパゲティナポリタン・ 

ブロッコリー・五目ひじき・大学芋・黄桃 

12 日（火） ＥＣＣ（年少・年中・年長）      年少身体測定 
 

 
ひじきご飯おにぎり・ほくほく肉じゃが・赤かぶかまぼこ・ 

ほうれん草とゆばのさっと煮・ウインナーの磯辺天 

13 日（水） チャレンジ（年少・年中・年長）    年長身体測定          
  ハヤシライス・ストロベリーゼリー 

※スプーンを持って来てください 

14 日（木） 年中身体測定 年長 
  

 

  

ご飯・サバの照り焼き・海老カツ・胡瓜の胡麻みそ和え・三色野菜

サラダ・ポークフランク・りんご 

年長…くるくるバターデニッシュ・ジュース・ゼリー 

※年長…コップ・スプーンを持って来てください 

15 日（金） 

誕生会     １０：３０～ 
（誕生児の保護者お方は１名のみ参加できます。 

名札①を必ずかけてきてください。）          

 

 

昆布ご飯・牛肉コロッケ・鶏肉のカレー照り焼き・野菜炒め・ 

ズッキーニのケチャップ炒め・かにかま玉子ロール・ミックス 

フルーツ 

16 日（土） 休園 
 

  

17 日（日） 休園 
 

  

18 日（月） 海の日 休園    

19 日（火） ＥＣＣ 
 

 
わかめご飯・のり塩唐揚げ・焼きビーフン・ブロッコリー・ 

カラフルナムル・揚げチキンボール・りんご 

20 日（水） チャレンジ（こうま・年少・年中・年長） 
 

 
ご飯・ブリの照り焼き・竹輪の二色揚げ・いんげんの胡麻みそ 

和え・小松菜サラダ・ポークフランク・黄桃 

21 日（木） 終業式 
 

 
ゆかりご飯・肉じゃが・飾り麩・ほうれん草の中華和え・ 

とうもろこしのつまみ揚げ・みかん缶 

22 日（金） こうま・年少・年中・年長の集い 
  

カレーライス・オレンジゼリー ※スプーンを持って来てください 

23 日（土） 休園  
  

24 日（日） 休園    

25 日（月） 夏期特別保育 ① ミニ運動会 Part１     園庭開放  
 

刻みのりおにぎり・コーンクリームコロッケ・ナポリタンマカロニ 

キャベツと挽き肉の塩だれ炒め・オレンジ 

26 日（火） 夏期特別保育 ② サーキットあそび      園庭開放 
 

 

冷やしきつねうどん・さつま芋の黒ゴマ天・小松菜と蒸し鶏の 

おかか和え 

27 日（水） 
夏期特別保育 ③ ビンゴゲーム       

園庭開放 

  ハヤシライス・ストロベリーゼリー 

※スプーンを持って来てください 

28 日（木） 
夏期特別保育 ④ 工作の日 ～ ビー玉ころがしゲーム ～ 

          園庭開放  

 
 

ゆかりおにぎり・野菜とウインナーのかき揚げ・こんにゃく金平・ 

ほうれん草としめじのさっと煮・みかん缶 

29 日（金） 
夏期特別保育 ⑤ 絵画の日  ～松尾大社絵提灯～ 

                                                       園庭開放 

 
 

刻みのりおにぎり・厚揚げと野菜の中華炒め・大根と大根葉の 

じゃこ煮・蒸しシューマイ 

30 日（土） 休園 
 

  

31 日（日） 休園    

  
 
※ 給食セット   の日はコップ・お箸（またはお箸セット）を、   の日はお皿・コップ・スプーンを必ず持って来てください。 

コップ・お箸・スプーン以外に必要な場合はメニュー表に記載してありますので確認してください。 

※スイミングに参加する学年はコップとスプーンを持って来てください。         
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     ８ 月 の 行 事 予 定         ※都合により予定が変更する場合があります。 

 行 事 予 定 給食メニュー 

1 日（月） 夏期特別保育 ⑥ 夏の虫さがし大会       ピヨピヨクラブ  
ゆかりおにぎり・イカの唐揚・ブロッコリー・大根葉と油揚げの

さっと煮・みかん缶 

2 日（火） 夏期特別保育 ⑦ スライム作り Part１         園庭開放  
ゴマ塩おにぎり・ポークビーンズ・れんこんの磯辺天・わかめと 

もやしのさっと煮・高野煮 

3 日（水） 夏期特別保育 ⑧ 科学の日                               園庭開放  
刻みのりおにぎり・照り焼きハンバーグ・粉ふき芋・ 

ほうれん草のじゃこ和え・ウインナーのケチャップ煮 

4 日（木） 

夏期特別保育 ⑨ 年中・年長・小学生…サステナ京都    

こうま・年少…………水あそび☂大型絵本    

園庭開放 
 

ウインナーコルネ・ジュース・おやつ 

5 日（金） 夏期特別保育 ⑩ ミニ運動会 Part２                   ピヨピヨクラブ  
ゆかりおにぎり・肉団子の酢豚風味・れんこんひじきサラダ・ 

ちくわの磯辺天 

6 日（土） 休園   

7 日（日） 休園   

8 日（月） 夏期特別保育 ⑪ お店屋さんごっこ 園庭開放  
昆布おにぎり・唐揚げ・フライドポテト・きゅうりサラダ 

9 日（火） 
夏期特別保育 ⑫ 園外保育 ～ 竹林公園こどもの広場 ～ 

☂読み聞かせ＆パペット劇場            園庭開放  
ダブルドッグパン・ポールウインナー・野菜サラダ（トマト・ 

きゅうり）・ジュース 

10 日（水） 夏期特別保育 ⑬ スライム作り Part２                        園庭開放 
 

冷やしおでんうどん（大根・ゴボウ天・たまご・ちくわ） 

11 日（木） 山の日 休園    

12 日（金） 休園              

13 日（土） 休園   

14 日（日） 休園   

15 日（月） 休園   

16 日（火） 休園   

17 日（水） 
夏期特別保育 ⑭ 工作 ～ お部屋に飾ろう おえかきパラソル ～ 

園庭開放  鮭おにぎり・棒付きフランク・ポテトサラダ・ジュース 

18 日（木） 夏期特別保育 ⑮ 解体ショー              園庭開放 
 

ハヤシライス・乳酸菌飲料 ※スプーンを持って来てください 

19 日（金） 夏期特別保育 ⑯ スタンプラリー       ピヨピヨクラブ  
ゴマ塩おにぎり・豚肉の生姜焼き・人参かまぼこ・ひじき煮・ 

春巻き 

20 日（土） 休園   

21 日（日） 休園   

22 日（月） 
夏期特別保育 ⑰作ってあそぼう ～ 紙コップロケット ～  
                                                                    園庭開放  

 

23 日（火） 
夏期特別保育 ⑱ 工作の日 ～ ジクソーパズル ～ 

                            園庭開放  
 

24 日（水） 
夏期特別保育 ⑲ 作ってあそぼう ～ 新聞フリスビー ～  
                                                              園庭開放  

 

25 日（木） 夏期特別保育 ⑳ 野鳥遊園散策・ペンダント作り   園庭開放  
 

26 日（金） 
夏期特別保育 ㉑ 夏祭りごっこ 

～マイはっぴを作ろう！～           園庭開放 

 カレーライス・青りんごゼリー 

※スプーンを持って来てください 

27 日（土） 休園   

28 日（日） 休園   

29 日（月） 第２学期始業式  

 

30 日（火） 

誕生会     １０：３０～ 
（誕生児の保護者お方は１名のみ参加できます。 

名札①を必ずかけてきてください。）  
 

 

31 日（水） チャレンジ  
 

 

※  給食セット:   の日はコップ・お箸（またはお箸セット）を、    の日はお皿・コップ・スプーンを必ず持って来てください。 

コップ・お箸・スプーン以外に必要な場合はメニュー表に記載してありますので確認してください。 

 

  

※ 米飯給食です 

メニューが届き次第お知らせします 

※ 米飯給食です 

メニューが届き次第お知らせします 


