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保育園にはたくさん子ども達が通園して

います。子ども達が生活をする背景には、親

御さん、そして祖父母の方々、ご近所の方々

が子ども達の成長を楽しみに見てくださっ

ていることと思います。

家庭で親御さん１人とお子さんと関わる

ことと、

や多くの職員の手が掛けられる点

と異なることは誰でもわかることでしょう。

仕事や子育ては楽しいことばかりではあ

りませんね。「言うことを聞かない」「思った

ように育っていない」など、自分の思いと違

うことにイライラし、ストレスを感じること

はありませんか？

うからこそ、子育てに対する悩みも大きくな

るのでしょう。このストレスのもとになって

いる“困った子どもの姿”に向き合うとき、

まず知っておいてほしいのは、「変わりやす

いところと、変わりにくいところがある」と

いうことです。
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○変わりやすいところ

自信ややる気、思いやりの心などは、人と

の関わりの中で育っていきます。このように

大人との関わり方や環境に影響されるとい

うことは、それが「変わりやすいところ」だ

とも言えます。例えば、やる気がない、やる

前から

してやらな

っと頑張ればできる

ったね」といった過程を認め

「自分は大切にされている」「わかってくれ

ている」と実感でき、自信に繋がります。

○変わりにくいところ

人には、

った体質があります。また、もともと“出来

ること”と“出来ないこと”に大きなアンバ

ランスを感じる子ども、発達が緩やかな子ど

ももいます。そしてこれらは、なかなか変わ

りにくいと言われます。

関わり方を変えてもどうにもならないと

いう場合は、一人で悩まず、誰かに相談して

みましょう。専門家に相談することで、子ど

もの特性にあった具体的なアドバイスを受

けることが出来ます。また、専門機関におけ

る相談、支援を受けることで、子育てが楽に

なったと実感することも多いものです。
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みましょう。専門家に相談することで、子ど

もの特性にあった具体的なアドバイスを受

けることが出来ます。また、専門機関におけ

る相談、支援を受けることで、子育てが楽に

なったと実感することも多いものです。
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出来ないことを楽しんでいる姿が見られました。特に玉入れでは、紅白合わせ

玉が地面を埋め尽くし、たくさんの玉が空を飛び交う光景はとても迫力がありました。

会ではじゃんけん列車を行い、色々な園の友だちと列車になり、仲良し列車があちこちにで
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全員で妖怪ウォッチの「ダンダンドゥビドゥバ」を踊り、元気いっぱい笑顔のあふれる交流

運動会でした。

友だちを応援する姿も見られ、改めて子ども同士の繋がりを感じることが出来ました。

頑張った子ども達には頑張った証として賞状を園長先生からもらい、嬉しそうな表情を見

ることが

ったのではないかと思います。

最後になり

法人行事を開催することができました。
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大きさに身の引きしまる思いでいっ

ぱいです。今後、職員と力を合わせ

「子どもたちの笑顔を何よりも大切

に」「保育園に来て楽しかった～」と

思えるよう

して預けられる場になり、地域の方々

に愛される保育園になるよう
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当日は、総勢

戸川区役所の皆様にお越し頂きました。

 おひさま保育園の園歌斉唱から始まり、理事長や来賓の皆様から温かい言葉を頂戴し

会福祉法人えどがわの職員として身が引き締まりました
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当法人役員の皆様、江戸川区役所の皆様におかれましてはお忙しい中、ご出席頂き、ありが

とうございました。大切な宝である子ども達のために職員一同、精一杯努力して参りますの

で、今後ともご指導賜りますようお願いいたします。
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夏バテとは、高温多湿な日本の夏に身体がなんとか対応しようとしてしきれなかった結

果「だるくて疲れやすい、食欲がない」といった症状が起こる、

の総称です。

気に夏を乗り越えましょう。

 

夏バテには、

これらを多く含む食材は・・・・

・豚肉（とくにもも肉・ひれ肉）・レバー・枝豆・納豆・豆腐・いわし・梅干し

 などです。

 

【豚しゃぶ】

【豚肉生姜焼】

【豆腐の肉あんかけ】

その他にも、お酢や梅干し、レモン・グレープフルーツなど、クエン酸が豊富です。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料】子ども

鶏もも肉

塩 1

こしょう

小麦粉

ドライパン粉

パルメザンチーズ

ドライパセリ

とは、高温多湿な日本の夏に身体がなんとか対応しようとしてしきれなかった結

果「だるくて疲れやすい、食欲がない」といった症状が起こる、

です。夏バテであまり食欲のないお子様に、スタミナのある料理を食べさせて元

気に夏を乗り越えましょう。

夏バテには、ビタミンＢ

これらを多く含む食材は・・・・

・豚肉（とくにもも肉・ひれ肉）・レバー・枝豆・納豆・豆腐・いわし・梅干し

などです。 メニューをご紹介いたします。
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【材料】子ども
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こしょう 0.5ｇ
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メニューをご紹介いたします。

  たっぷり野菜の上にゆでた豚肉をのせて・・

 食欲が増す、生姜を使って・・

【豆腐の肉あんかけ】 豆腐と豚肉のコラボで効果絶大！

その他にも、お酢や梅干し、レモン・グレープフルーツなど、クエン酸が豊富です。
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【材料】子ども 5 人分 

ｇ 
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5ｇ 
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法人給食だより

子どもの夏バテに効く

鶏肉のパン粉焼き

 

【作り方】

①鶏肉も塩、こしょうで下味をつける

②小麦粉を水で溶き、鶏肉につける

③パン粉とチーズとパセリを混ぜ②をつける

④フライパン多めの油を入れ、鶏肉を入れて表面が

こんがりとなる程度に焼く
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