
11月16日 佐々木 敏江 様 

11月18日 井本 剛司 様 

11月26日                     日本ベビーフード協議会 様 

11月30日 匿名 様 

12月 3日 第一生命保険株式会社     

盛岡支社都南営業オフィス 様 

12月13日 匿名 様 

12月16日 匿名 様 

12月20日 匿名 様 

12月23日 匿名 様 

12月24日 滝沢市社会福祉協議会 様 

12月24日 利府 豊 様 

1月 22日 高橋 克雄 様 

1月 25日 株式会社明治 様 

2月 1日 匿名 様 

 

令和 3年度も多くの皆様から、沢山のご寄付をいただきました。 

有効に活用させていただきます。心より感謝申し上げます。 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  

  

    

子どもたちは、様々な事を感じながら手づかみ食べをしているのです。 見守ることも大切です。 

 

楽しい食育 

 

献立と同じ食事の「ぬり絵」をして、 

自分の「ランチョンマット」を作

って、楽しいランチをしよう。 

 

いただき

ま～す 

 

カレーの人参はオレンジだね 

〒020-0831 

 盛岡市三本柳 6-1-10 

℡019-614-0821 

ピヨピヨだより    №90 
令和 4年  夏号 

みんな真剣です 

記憶と結びつく食体験 

複数の感覚を総合的に使って経験した食事は記憶に残り、次に食べ物を選ぶ時の手がかりとなります。 

楽しい食育を実践して、食体験を積み重ねていきましょう。 

ランチタイム 

おやつ 焼ドーナッツ 

受領日 寄託者名・団体名 

4月23日 匿名 様 

5月12日 NPO法人おもちゃバンク   

高橋 孝行 様 

5月27日 佐々木 英理 様 

6月21日 株式会社 明治 様 

7月 8日 匿名 様 

7月25日 匿名 様 

7月26日 畠山 元 様 

8月 2日 匿名 様 

8月31日 兼平 史子 様 

9月17日 匿名 様 

9月28日 千川 由佳 様 

10月８日 匿名 様 

10月13日 匿名 様 

10月25日 佐々木 英理 様 

 

2月 8日 匿名 様 

2月 8日 濱嶋 寿美子 様 

3月 3日 盛岡商工会議所   

女性会 様 

3月 12日 高橋 克雄 様 

 

4月 23日 NPO法人      

ハートアライズ 様 

8月 28日 〃 

10月19日 〃 

12月 7日 〃 

12月17日 〃 

1月 17日 〃 

3月 28日 〃 

 

いよいよ本格的な暑い夏       大好きなプール遊び、水遊びで「気持ちいい～」と大喜びで、夏ならではの 

季節感を味わっているところです。また、お日様を浴びて、お庭の一角で育てているキュウリもぐんぐん育ち、

カリカリと音を立てながらの丸かじりも楽しみのひとつ！ 野菜と同じように子どもたちの成長も目覚ましく、

大きく伸び行く季節ですね。 

 夏は、暑さや湿度などにより、体力が消耗し疲れやすくなります。たくさん遊んだ後は、美味しいごはんを 

食べて、しっかり休息。子どもも大人も元気に夏を乗り切っていきましょう。 

大自然の中、気持ちいい‼ 

うさぎ組、キリン組は小岩井農場へ行ってきま

した。自由に走り回ったり、遊具で遊んだり、 

ひつじを見たり…大喜びの子どもたちでした。 

また行きたいね❣大満足の一日でした。 

七夕会をしました。 

短冊のお願い事は何かな？ 

みんなの願いが叶いますよ

うに‼  これからも元気 

いっぱい大きくなあれ♥ 

真剣！ 

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


新任職員紹介 

 

  

 

  

 

 

  

    

   

   

    

  

 

  

  

  

 

ムシムシと暑い日が続きますが、暑さにも負けず

元気いっぱいのキリン組です      散歩の途中で雨が

降っても「雨あめ、ふれふれ～♬」と歌を口ずさん

だり、「雨       気持ちいい！」と話したり…梅雨の時

期を楽しんでいます     散歩で捕まえた“おたまじゃ

くし”や“タニシ”を飼って、図鑑で生態を調べた

り観察したりもしていますよー       

先日は小岩井農場に遠足に行き、アスレチックや

芝生の上で遊び、羊や馬を見たり       ソフトクリーム

を食べて楽しい時間を過ごしてきました            

写真を見返しては、「羊さんメ―‼って鳴いた。また

行きたいね！」とお話ししています！ 

これからますます暑さが厳しくなりますが、夏な

らではの遊びや行事を満喫して楽しい夏を過ごして

いきたいと思います‼ 

ジメジメ…じっとり…暑い季節

ですが、不快な気分を吹き飛ばし

てくれるのは         子ども達‼ 

新生児が２名加わり、小さなお

口で一生懸命ミルクを飲んだり…

昨日まではスヤスヤ眠ってばかり

いたのが、おめめをパッチリと開

けてニコリと微笑んでくれるよう

になったりと…✨毎日すくすく

と成長しているのを感じます      

お兄さんチームの２名は初めて

の水遊び‼水の冷たさにびっくり

しながらも、慣れてくるとダイナ

ミックに水面を両手で弾いて楽し

んでいます      さぁ‼夏本番！暑

さを吹き飛ばして楽しむぞー       

‼ 

 

 

今年度も院内研修を月 1回年 12回の実施を計画して 

おります。幼児安全法、権利擁護、メンタルヘルス、 

心理士による事例検討、栄養士による講義、里親出前 

講座など様々なプログラムで行う予定です。 

講師は当院の職員です。出席する職員が学びを得る 

だけではなく、講師を担当する職員も下調べ、資料作り 

などの事前準備をすることで、さらに学びが深まって 

います。様々なことに取り組み、知り得たこと、学んだことを今後の養育に 

             活かしてまいります。 

              

                         ｉ 

活かしてまいります。 

 

 

毎日暑い日が続いており、水遊びに夢中の子ども達    テラスや

院庭でプールに浸かり“のんびりのびの～び”水の冷たさや気持ち

よさを楽しんでいます。顔に水がかかっても何のその‼かわいい水

着姿で元気いっぱい楽しんでいますよー‼ 

６月末には、小岩井農場に遠足に行ってきました‼馬の口にビッ

クリしたり       ソフトクリームを食べたり        広い芝生を走り回った

りと、短い時間でしたが…楽しんできました✨またお出掛けでき

るといいなぁ～☆彡 

７/７の七夕ではそれぞれお願い事の短冊を書きました！ 

みんなの願いが叶いますように…      

毎日暑い日が続きますが、子どもたちは初めての水遊びを経験し

たり、ホールで大型遊具遊びを楽しんだりと…汗をかきながら体を

いっぱい動かして、楽しく過ごしています       

ずり這いができるようになったり、一人でのお座りが上手になっ

たり、沢山歩けるようになったりと…子どもたちの成長は著しく✨

私たちを驚かせてくれます     

日々の成長を一緒に喜び、キラキラした可愛らしい笑顔でこの夏

を乗り切りたいと思います❣お外が大好きな 

子ども達…暑さ対策を万全にプール遊びを存分 

に楽しみます～‼ 

 

火災想定…避難訓練 不審者対応訓練 

Ｒ4 年度 院内研修開

催 
みんな真剣に取り組んで

います…       

8 月 肴町七夕まつり見学 

   夕涼み会（屋台・花火） 

９月 運動会 

   お月見会 

その他誕生会、避難訓練を 

   実施します。 

乳児院のホームページには、当院の様々な出来事や

様子等掲載しています。是非、そちらも併せてご覧

になってくださいね。『日赤岩手乳児院』で検索！ 

 

村松ひろみ調理員 

6/1 からお世話になって

います。食を通じて子ども達

に笑顔を届けたいと思いま

す。どうぞ宜しくお願いしま

す。 

 

不審者出現⁈ 

た
だ
い
ま
説
得
中
！ 

7 月 7 日 不審者対応訓練を

実施しました。 

不審者役は警察官！ 

「リアルに怖かった」という 

職員たちは緊張しながら説得。 

子どもたちを守るため、万が一

に備えて迅速に安全に

行動できるよう今後も

訓練に取り組んでまい

ります！ 

6月10日 火災を想定した避難訓

練を実施しました。 

通報、避難誘導、消火作業等を見

て頂き、消防署のかたから助言をい

ただきました。 

今後も継続して訓練を行い、学んだ

ことを実践に活かしていきたいと思

います。 

 

水
消
火
器
！ 

消防車カッコいい

‼ 

炎天下でしゃがんでみたことはありますか？ 

地面に近いので照り返しが強く、普段大人が 

立っている時よりもとても暑く感じます。 

子どもたちは、そんな暑さを感じている 

のですね。汗の量が少ない、唇が 

乾いている、表情がない、動きが 

鈍いなどの変化があったら、熱中症の 

サインです！戸外にいる時間、水分補給、 

体を冷ます、休息、冷房使用など 

様々なことに気をつけながら暑い夏を 

快適に過ごしていきたいですね。 


