4月

・衛生管理点検/毎月25日
・備蓄品確認/ 6,12月の25日
・スタッフ検便投函/毎月5日

※チェック
点検行事表記

清瀬どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)
5月

月間
計画

6月

・防災自主点検/6,12月の25日
・事故防止チェック/4,7,10,1月の25日
・情報セキュリティチェック/5,11月指定日

7月

・設備点検チェック/奇数月の25日
・人権チェック/4,10月指定日
※土日祝の場合は前平日

8月

9月

雨の日散歩月間

月間
計画

夏野菜クッキング月間

収穫：ジャガイモ

農業 植え付け：にんじん
計画

植え付け：ブロッコリー、だいこん、収穫：とうも
ろこし

収穫：きゅうり、おくら

01日 担任体育指導

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@ENEOS/自
然体験(カブトムシの幼虫探し)

01日 プール開き/担任体育指導

内科健診(0歳児)/自然体験(どろんこプール)

担任音楽指導

02日 入園式

歯科健診/担任音楽指導

02日

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

担任体育指導

担任体育指導

03日

商店街ツアー@関川くだもの店/移動保育@中里ど
ろんこ

農業 植え付け：とうもろこし、えだまめ
計画

植え付け：きゅうり、おくら、サツマイモ

03日

憲法記念日

04日

みどりの日

04日 内科健診(0歳児)

担任音楽指導

05日 担任のびのび指導

こどもの日

05日 銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

担任体育指導

商店街ツアー@魚三久/移動保育@中里どろん
06日 こ

担任体育指導

利用者アンケート終了/内科健診(0歳児)

内科健診(0歳児)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@丸栄ベ
06日 ーカリー

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

07日 担任音楽指導

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

07日 担任音楽指導/伝承行事(七夕)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@クリーニ
ングハウスヨークリ

08日 担任体育指導

商店街ツアー@清瀬消防署竹丘出張所/移動保育@
中里どろんこ

08日 担任体育指導

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライン
）
担任のびのび指導/徒歩遠足@空堀川(3,4,5歳児)/徒
歩遠足@敷地内原っぱ(0,1歳児)/徒歩遠足@円福寺(
2歳児)

担任音楽指導

09日

内科健診(0歳児)/シニア交流@中央公園テニスコー
ト

担任音楽指導

09日

10日

担任のびのび指導/徒歩遠足@せせらぎ公園(4,5歳児)/徒歩遠足@ 敷地内原っぱ
(0,1歳児)/徒歩遠足@本邑遺跡公園(3歳児)/徒歩遠足@ 松山保全林(2歳児)

担任体育指導

10日

商店街ツアー@清瀬駅/移動保育@中里どろんこ

内科健診(0歳児)/シニア交流@信愛デイケアセン
11日 ター（オンライン）/自然体験(春探しツアー)

商店街ツアー@西友/移動保育@中里どろんこ

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライ
11日 ン）

山の日

担任音楽指導

12日 (2歳児)/徒歩遠足@敷地内原っぱ(0,1歳児)/徒歩遠足@ 中央公園(3,5歳児)

担任体育指導

シニア交流@中央公園テニスコート

内科健診(0~5歳児)/シニア交流@中央公園テニス
コート

商店街ツアー@清瀬消防署/移動保育@中里ど
13日 ろんこ

避難訓練

バス遠足@晴：航空公園、雨：中里どろんこ(3歳児)/担任のびのび指導/徒歩
遠足@赤松保全地(0,1歳児)/徒歩遠足@淵の森緑地(4,5歳児)/徒歩遠足@空堀川(2
歳児)

14日 担任音楽指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@松山保全林(1歳児)/徒歩遠足@赤松保全地(0歳
児)/徒歩遠足@中央公園(2歳児)/徒歩遠足@清瀬高校(3,4,5歳児)

14日 担任音楽指導

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@複十字病
院

15日 総合避難訓練/担任体育指導

避難訓練/移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@
文具の幸文堂

15日 避難訓練/担任体育指導

避難訓練/担任音楽指導

16日

担任音楽指導

16日

担任のびのび指導

保護者懇談会/担任体育指導

17日

商店街ツアー@清瀬駅前図書館/移動保育@中里ど
ろんこ

担任のびのび指導/徒歩遠足@松山保全林(2歳児)
12日 /徒歩遠足@敷地内原っぱ(0,1歳児)/徒歩遠足@
中央公園(3,4,5歳児)
移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@松山
13日 郵便局

避難訓練/担任体育指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@竹丘公園(4歳児)/徒歩遠足@竹丘緑地公園

17日

担任のびのび指導

18日 食育体験(春の野草摘み)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@梅園駐在
所

18日 海の日

担任音楽指導

19日 担任のびのび指導

担任音楽指導

19日 担任のびのび指導/食育体験(畑の野菜カレー)

身体測定/担任体育指導

身体測定/商店街ツアー@みゆき食堂/移動保育
20日 @中里どろんこ

園会議/身体測定/情報セキュリティチェック/担任
体育指導

担任体育指導

担任体育指導

敬老の日

身体測定

身体測定/移動保育@中里どろんこ/商店街ツア
20日 ー@円福寺

身体測定/担任のびのび指導/食育体験(焚き火で炊
飯)

21日 担任音楽指導

食育体験(梅仕事)/担任のびのび指導

21日 担任音楽指導

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@しまむら

22日 写真販売/担任体育指導/人権チェック/園会議

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@布団の河
口

22日 担任体育指導/園会議

写真販売/園会議/担任音楽指導/青空保育@赤松保
全地

23日

青空保育@赤松保全地/担任音楽指導

23日 どろんこ祭り

食育体験(縁日屋台ごっこ)/担任のびのび指導

不審者侵入訓練/写真販売/園会議/担任体育指導

24日

商店街ツアー@肉の大丸/移動保育@中里どろんこ

秋分の日

24日

食育体験(出汁とり、味噌汁づくり)/担任のびのび
指導

25日

写真販売/商店街ツアー@ナビン/移動保育@中里ど
ろんこ

25日 写真販売

写真販売/利用者アンケート開始/担任音楽指導/青
空保育@赤松保全地

26日 担任のびのび指導

青空保育@赤松保全地/担任音楽指導/課外田植え

26日 担任のびのび指導

担任体育指導/園会議/表現する体験(きよどろ夏の
音楽祭)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@味億
27日 本舗

担任体育指導/異文化交流(オンラインでスイスとつ
ながろう)/課外田植え

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@松村
27日 輪業

担任のびのび指導

28日 青空保育@赤松保全地/担任音楽指導

担任のびのび指導

28日 担任音楽指導/青空保育@赤松保全地

商店街ツアー@東久留米消防署/移動保育@中里ど
ろんこ

29日 昭和の日

商店街ツアー@創作和菓子ほのか

29日 担任体育指導/異世代交流(中学生とあそぼう)

担任音楽指導/課外稲刈り

30日

担任音楽指導

30日

担任のびのび指導

31日

プール納め/商店街ツアー@ヘアポートリファイン

担任のびのび指導

担任体育指導/課外稲刈り

※チェック
点検行事表記

清瀬どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
10月

11月

月間
計画

12月

・衛生管理点検/毎月25日
・備蓄品確認/ 6,12月の25日
・スタッフ検便投函/毎月5日

・防災自主点検/6,12月の25日
・事故防止チェック/4,7,10,1月の25日
・情報セキュリティチェック/5,11月指定日

1月

・設備点検チェック/奇数月の25日
・人権チェック/4,10月指定日
※土日祝の場合は前平日

2月

落ち葉遊び月間

月間 伝承遊び月間
計画

冬の自然遊び月間

3月

農業 植え付け：ほうれんそう、収穫：えだまめ、サ
計画 ツマイモ

収穫：にんじん

収穫：ブロッコリー、だいこん

農業 収穫：ほうれんそう
計画

腐葉土づくり

腐葉土づくり、植え付け：ジャガイモ

01日

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

担任音楽指導

01日 元日 年末年始休園

商店街ツアー@社会事業大学/自然体験(冬の自然あ
そび)/移動保育@中里どろんこ

商店街ツアー@国立看護大学校/移動保育@中里ど
ろんこ

02日

商店街ツアー@クロネコヤマト東久留米店/移動保
育@中里どろんこ

担任体育指導

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任音楽指導

担任音楽指導

03日 内科健診(0歳児)

文化の日

03日 年末年始休園

担任体育指導/伝承行事(節分)

担任体育指導/伝承行事(雛祭り)

04日 銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

担任体育指導

商店街ツアー@スイーツガーデンノイ/内科健診
04日 (0歳児)/移動保育@中里どろんこ

05日

商店街ツアー@トヨタモビリティ東京清瀬/移
動保育@中里どろんこ

06日 担任音楽指導
担任体育指導/シニア交流@中央公園テニスコ
07日 ート

内科健診(0歳児)

内科健診(0歳児)

05日 担任音楽指導

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライ
06日 ン）/担任体育指導

内科健診(0歳児)

内科健診(0歳児)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@コカ・コ
ーラ多摩工場

07日

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

銭湯（バス）@源の湯/担任のびのび指導

担任音楽指導

08日

商店街ツアー@清瀬駅前交番/移動保育@中里どろ
んこ

商店街ツアー@秋津駅/移動保育@中里どろんこ

担任体育指導

09日 成人の日

担任音楽指導

担任音楽指導
担任体育指導

09日

担任のびのび指導/徒歩遠足@中央公園(0,1歳児)/徒
歩遠足@本邑遺跡公園(2,4歳児)/徒歩遠足@竹丘緑
地公園(3,5歳児)
移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@西武バス
清瀬北口営業所

10日 スポーツの日

担任音楽指導

10日 徒歩遠足@ 水天宮(3,4,5歳児)/徒歩遠足@竹丘緑地公園(2歳児)/徒歩遠足@

担任体育指導

担任体育指導

商店街ツアー@清瀬市役所/移動保育@中里ど
11日 ろんこ

建国記念の日

08日

担任のびのび指導/徒歩遠足@ 小山台遺跡公園(3,4,5歳児)/徒歩遠足@中央

11日 公園(1歳児)/徒歩遠足@ 竹丘緑地公園(2歳児)/徒歩遠足@いろどり公園(0
歳児)

12日

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@竹丘
駐在所

13日 担任音楽指導

銭湯（バス）@ 源の湯/担任のびのび指導/徒歩遠足@赤松保全地(0歳児)/
全生園(1歳児)

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライン）/
自然体験(落ち葉プール)

12日 担任音楽指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@しんやま親水広場(4,5歳児)/徒歩遠足@松山保全
林(0歳児)/徒歩遠足@アベリア公園(1歳児)/徒歩遠足@円福寺(2,3歳児)

13日 担任体育指導

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライン）/
食育体験(手打ちうどん)

シニア交流@信愛デイケアセンター（オンライン
）

14日 避難訓練/担任体育指導

シニア交流@中央公園テニスコート/内科健診(0~5
歳児)

商店街ツアー@清瀬市役所松山出張所/移動保育@
中里どろんこ

14日 避難訓練

バス遠足@晴：小金井公園、雨：中里どろんこ(2歳児)/担任のびのび指導/徒
歩遠足@いろどり公園(0歳児)/徒歩遠足@金山緑地公園(3,4,5歳児)/徒歩遠足@
円福寺(1歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@ しんやま親水広場(3,4歳児)/徒歩遠足@松山保全
林(0歳児)/徒歩遠足@ 八国山(5歳児)/徒歩遠足@せせらぎ公園(1歳児)/徒歩遠足
@小山台遺跡公園(2歳児)

15日

総合避難訓練/担任のびのび指導

避難訓練/担任音楽指導

15日

避難訓練/商店街ツアー@花いちもんめ花店/移動保
育@中里どろんこ

避難訓練/商店街ツアー@岩崎商店/移動保育@中里
どろんこ

16日

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@遠藤写真
店

担任体育指導

16日

担任音楽指導

担任音楽指導

17日

担任音楽指導

17日 担任のびのび指導

担任体育指導

担任体育指導

食育体験(五平餅体験)/担任のびのび指導/地域
18日 交流(柳瀬川保全活動)

身体測定/担任体育指導

商店街ツアー@三山三味線教室/移動保育@中里
18日 どろんこ

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@白樺
19日 花店

卒園式

19日 担任音楽指導

20日 身体測定/担任音楽指導

身体測定/食育体験(間引き大根ふりかけ)/担任のび
のび指導

20日 身体測定/担任体育指導/園会議

身体測定

身体測定/食育体験(焚き火でせんべい)

21日 人権チェック/園会議/担任体育指導

商店街ツアー@大林組技術研究所/移動保育@中里
どろんこ

21日

担任のびのび指導

春分の日

22日

食育体験(焚き火で焼き芋)/担任のびのび指導

担任音楽指導/青空保育@赤松保全地

22日

商店街ツアー@ジンマート/移動保育@中里どろん
こ

商店街ツアー@サイクルベースあさひ/移動保育@
中里どろんこ

23日

勤労感謝の日

写真販売/担任体育指導/園会議

23日

天皇誕生日

青空保育@赤松保全地/担任音楽指導

24日

担任音楽指導/青空保育@赤松保全地

24日

食育体験(焚き火でちゃんこ汁)/担任のびのび指
導

写真販売/担任体育指導/青空保育@赤松保全地

写真販売/担任体育指導

写真販売/不審者侵入訓練/保護者懇談会/担任体育
指導/情報セキュリティチェック/園会議

25日

写真販売/商店街ツアー@フードピアたけし/移
動保育@中里どろんこ

生活発表会

25日

写真販売/担任のびのび指導/自然体験(秋探し
ツアー)

移動保育@中里どろんこ/商店街ツアー@増田
26日 ファーム

26日 担任音楽指導/青空保育@赤松保全地

27日 担任音楽指導/青空保育@赤松保全地

担任のびのび指導

27日 担任体育指導

28日 担任体育指導

商店街ツアー@清瀬風月堂/移動保育@中里どろん
こ

28日

担任のびのび指導

担任のびのび指導

29日 運動会

担任のびのび指導

年末年始休園

29日

商店街ツアー@御菓子処清月

30日

商店街ツアー@スガハラ印刷

年末年始休園

30日

担任音楽指導

年末年始休園

31日 担任のびのび指導

担任体育指導

31日

