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受領日 寄託者名・団体名 

4月 19日 NPO法人ハートアライズ様 

4月 25日 松橋裕美子 様 

5月 22日 斉藤宏美 様 

5月 27日 NPO法人ハートアライズ様 

6月 14日 NPO法人ハートアライズ様 

6月 17日 高橋いわ子 様 

6月 21日 株式会社明治 様 

6月 24日 匿名 様 

7月 7日 新沼一博 様 

7月 9日 匿名 様 

7月 14日 新沼一博 様 

7月 15日 内田佳子 様 

8月 3日 匿名 様 

8月 10日 新沼一博 様 

8月 20日 匿名 様 

9月 2日 匿名 様 

10月 9日 匿名 様 

10月 21日 NPO法人ハートアライズ様 

11月 3日 新沼一博 様 

11月 15日 NPO法人ハートアライズ様 

11月 18日 匿名 様 

11月 22 日 日本ベビーフード協会 

12月 4 日 匿名 様 

12月 9 日 匿名 様 

12月 9 日 明治ロジテック(株） 

12月 9 日 匿名 様 

12月 13 日 NPO法人ハートアライズ様 

12月 14 日 内田佳子 様 

12月 17 日 佐々木 様 

12月 18 日 匿名 様 

12月 23 日 大森 様 

12月 23 日 匿名 様 

12月 23 日 高光建設様 

12月 24 日 匿名 様 

2月 12 日 匿名 様 

2月 24 日 加藤 様 

2月 27 日 岩手県共同募金会様 

3月 3 日 盛岡商工会議所女性会様 

3月 5 日 NPO法人ハートアライズ様 

3月 9 日 菊池春奈 様 
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   子どもたちが飾りつけをしたおみこしが「わっしょいわっしょい」のかけ声とともに元気に院

内を駆け巡った乳児院の夏まつり。さんさ太鼓が響きわたり、踊りも縁日の屋台も大賑わい。乳児院

はみんなの笑顔と活気にあふれていました。 

 今年は、新型コロナの影響でいつもと違う様々なことが多々あります。ご家族をお招きすることは

できませんが、子どもたちが楽しみにしている行事は、中止ではなく院内で楽しむ方法を職員たちが

工夫して行っております。楽しく嬉しそうな表情の子どもたちの様子は、写真等を通して、お伝えし

ていきたいと思っております。今後もご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

令和元年度も多くの皆様から、ご寄付をいただ

きました。子どもたちのために有効に活用させて

いただきます。心から感謝申し上げます。 

 令和 2年度第 2回院内研修は、幼児安全法指導員高見静子氏より、「一時救命処置」「気道異物除去」

について学びました。ソーシャルディスタンスを保ち、当院チェスキーナホールで行いました。 

万が一に備えて、子どもたちの命を守るために、毎年実施しております（8月にも開催予定）。 

どんな状況でも慌てず、急がず、落ち着いて行動できるよう備えていきたいと思います。 

不審者対応訓練 
～警察立ち合い～  

令和 2年 7月 21日 

パトカーがやってきた！ 

警察立ち合いで不審者対応訓練を実施しま

した。普段の訓練どおりに避難できました。 

今後も様々な場面を想定し、万が一に備えて

迅速に対応できるよう努めてまいります。 

ボク、警察官みたいでしょ！ 

おまわりさんと記念撮影 

大好きなパトカーを近くで見て、 

大喜びの男の子たち。 

運転席にも乗せていただき、 

大満足でした。 

8月 4日 

夕涼み会を行いました。子どもたちと一緒に作った

おみこしを  と元気にかついで、 

給食チームの屋台でおやつをもらい、チビッコさんさ

太鼓と職員の太鼓で大盛り上がりでした。 

暑い夏の楽しいひとときでした！ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E3%81%B2%E3%82%88%E3%81%93+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGHP_jaJP436JP436&biw=1040&bih=735&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=cVPAC6fRc41kBM:&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust151.html&docid=0K7v0-VRNs7t4M&w=1290&h=325&ei=gXw6TsOJOsHFmAW


給食ひろば 

  

  
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

子どもたちのリクエストＣＡＫＥ 

は、 が行われました！皆の願い事を託した、

大きな笹に見守られながら…七夕のお話を聞いたり、皆で歌をうた

ったりして会を楽しみました。お誕生会では、笑顔がカワイイ 

女の子の“ ”のお祝いをして“もち背負い”を行いました！皆

に、「がんばれー」と応援され、ニコニコ笑顔を見せながら歩いてく

れました～      皆の願い事が、叶いますように…☆彡 

  7月 七夕会(誕生会) 

  8月 夕涼み会(夏祭り・花火) 

  9月 運動会 

 ※行事はすべて子ども、職員のみで行

います。ご了承ください。毎月、避

難訓練実施。随時、誕生会実施。 

             保護者の方々にご理解、 

ご協力をいただき、感染対策を行ってまいりました。 

現在、岩手県内に新型コロナ感染者が出たことで、 

なお一層、対策強化して対応しなければなりません。 

・面会は、すべて窓越しでの対応となります。 

・職員との接触も出来ません。 

お子さんの様子等は、お電話でお知らせできますので、

お気軽にご連絡ください。 

引き続き、ご理解ご協力をお願いいたします。 

暑い日が多くなり、水遊びや外気浴を楽しん

でいます‼ 水しぶきをたてて“キャッキャッ”

と喜んでいる姿はとってもかわいいです💛 

 ひよこ組の赤ちゃん 4人は、寝返りや高這い、

お座りがとっても上手になり、表情豊かに過ご

しています！夏の暑さも、子ども達のキラキラ

笑顔で乗り切っていきたいと思います😊☆ 

日に日に暑さが厳しい季節となりましたが、 

子どもたちは暑さに負けず、元気いっぱいです！ 

七夕の余韻に浸り…「ささのは～キラキラ～☆」と 

歌う姿がとてもかわいいです💓 

そして、うさぎ組の最近のブームは“絵本”です！ 

それぞれにお気に入りの絵本があり、「これ読んでー‼」

と言って、養育者の膝の上を奪いあいながら、読んで 

もらうのが日課になっています！ 

暑い日にはプール遊びを楽しんでいるキリン組です！ 

はじめは水を怖がっていた子も、顔に水がかかっても 

平気になったり、ワニ歩きが出来るようになった子も 

いて、プール遊びを楽しんでいます‼ 

そして…キリン組“USAブーム”再到来中！ 

「カモン BABY アメリカ～♪」と曲がかかればすぐ 

踊りだし、ノリノリの男の子達です☆ 

夏祭りのお神輿も元気いっぱい楽しみました！ 

子どもの食事の礼儀や作法 

 

礼儀を身につける環境作りは、人 物 空気 時間 に配慮する 

人 物 

空気 時間 

子どもが信頼を寄せる大人が機嫌

よく接する 

おいしそうに食べる人たちの会話

や様子から楽しい雰囲気の環境作

りに心がける 

食事をするのに丁度よい高さの

机と椅子や、手に持ちやすい食具

を用意する 

 

子どもが集中して食べられるよ

うに開始時間を配慮したり、言葉

かけを短くしたりする 

 

ミキサーで 

美味しいアイス

作ろう！ 

新幹線ケーキ 

に大喜び！ 

たのしいメニューいろいろ 

野菜キッシュ オレンジゼリー ジャンボクッキー 
にこにこ 

ホットケーキ 




