
越⾕レイクタウンどろんこ保育園_年間スケジュール(2023年4-9⽉版) ※チェック
点検⾏事表記

・衛⽣管理点検/毎⽉25⽇ ・防災⾃主点検/6,12⽉の25⽇ ・設備点検チェック/4,7,10,1⽉の25⽇
・備蓄品確認/ 6,12⽉の25⽇ ・事故防⽌チェック/4,7,10,1⽉の25⽇ ・⼈権チェック/4,10⽉指定⽇
・スタッフ検便投函/毎⽉5⽇ ・情報セキュリティチェック/5,11⽉指定⽇ ※⼟⽇祝の場合は前平⽇

4⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓きゅうり・オクラ

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 担任体育指導

04⽇ 担任⾳楽指導

05⽇ 担任のびのび指導

06⽇ ⾃然体験(春の草花で遊ぼう)

07⽇ 商店街ツアー@HondaCars

08⽇

09⽇

10⽇ 担任体育指導

11⽇ 担任⾳楽指導

12⽇ 担任のびのび指導

13⽇

14⽇ 総合避難訓練/商店街ツアー@トマト園芸/園会
議/⼈権チェック

15⽇

16⽇

17⽇ 担任体育指導

18⽇ 担任⾳楽指導

19⽇ 担任のびのび指導

20⽇ ⾝体測定

21⽇

22⽇

23⽇

24⽇ 写真販売/担任体育指導

25⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@葵の園・越⾕レイ
クタウン

26⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

27⽇ ⾷育体験(おにぎり作り)

28⽇ 商店街ツアー@セントラルスポーツ

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓なす・トマト・枝⾖

担任体育指導

担任⾳楽指導/地域交流(不動橋こいのぼりフェステ
ィバル)

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

商店街ツアー@ペッツファースト/情報セキュリテ
ィチェック/園会議

避難訓練/担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

課外⽥植え

担任体育指導/異世代交流(明正⼩学校交流)

担任⾳楽指導/シニア交流@葵の園・越⾕レイクタ
ウン

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

銭湯（バス）@登⿓湯/写真販売/⾷育体験(出汁の
飲み⽐べ)

商店街ツアー@PETEMO

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

6⽉

表現する体験（⼿話を覚えよう）

植え付け︓さつまいも

⾃然体験(梅⾬時期散策)

商店街ツアー@カスミ フードスクエア

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯/内科健診

商店街ツアー@ローソン/園会議

担任体育指導/⻭科健診

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

避難訓練

商店街ツアー@カスミ フードスクエア/徒歩遠⾜@⼤
相模調節池(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼤相模調節池⼟
⼿(0,1,2歳児)

担任体育指導

⾝体測定/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

不審者侵⼊訓練/写真販売/商店街ツアー@セカンド
ストリート

担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@葵の園・越⾕レイクタ
ウン

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

⾷育体験(梅ジュース作り)

商店街ツアー@セブン-イレブン/保護者懇談会

7⽉
⽉間
計画

表現する体験（泥だんご作り）

農業
計画

収穫︓きゅうり・オクラ

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇ 担任体育指導

04⽇ 担任⾳楽指導

05⽇ 担任のびのび指導

06⽇

07⽇ 商店街ツアー@Jネットレンタカー/伝承⾏事(七
⼣)

08⽇

09⽇

10⽇ 担任体育指導

11⽇ 担任⾳楽指導

12⽇ 担任のびのび指導

13⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯

14⽇ 避難訓練/商店街ツアー@ネッツトヨタ埼⽟/園
会議

15⽇ どろんこ祭り

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 担任⾳楽指導

19⽇ 担任のびのび指導

20⽇ ⾝体測定

21⽇
商店街ツアー@HondaCars/徒歩遠⾜@⾒⽥⽅遺
跡公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼤相模調節池⼟⼿
(0,1,2歳児)

22⽇

23⽇

24⽇ 担任体育指導

25⽇ 写真販売/担任⾳楽指導/シニア交流@葵の園・
越⾕レイクタウン

26⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

27⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯/⾷育体験(夏野菜でカレ
ー作り)

28⽇ 商店街ツアー@Jネットレンタカー

29⽇

30⽇

31⽇ 担任体育指導

8⽉

表現する体験（ボディーペインティング）

植え付け︓⻘じそ／収穫︓なす・トマト・枝⾖

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

⾃然体験(⾊⽔遊び)

商店街ツアー@サーティーワンアイスクリームイ
オンレイクタウンmori店

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

⼭の⽇

避難訓練

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

担任体育指導

シニア交流@葵の園・越⾕レイクタウン/担任⾳楽
指導

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

銭湯（バス）@登⿓湯/⾷育体験(トマトでケチャッ
プ作り)

利⽤者アンケート開始/写真販売/園会議/商店街ツ
アー@梅の花

担任体育指導/表現する体験(⼿話発表会遊び)

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

プール納め

9⽉

⼟壌改良／植え付け︓⼤根／収穫︓⻘じそ

商店街ツアー@FlyStation Japan

担任体育指導

利⽤者アンケート終了/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@サンデン・リテールシステム/園会
議

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導/表現する体験(制作発表遊び)

銭湯（バス）@登⿓湯

敬⽼の⽇

課外稲刈り/担任⾳楽指導

課外稲刈り/⾝体測定/担任のびのび指導

商店街ツアー@ヴィラ・デ・マリアージュ

秋分の⽇

写真販売/担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@葵の園・越⾕レイクタ
ウン

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

銭湯（バス）@登⿓湯/⾷育体験(紫蘇ふりかけ作
り)

商店街ツアー@キャトーズ・ジュイエTokyo

商店街ツアー@レゴストア越⾕レイクタウンmori店/徒歩遠⾜@草加公
園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@レイクタウン第四公園(0,1,2歳児)

課外⽥植え/⾝体測定/商店街ツアー@VIEDEFRANCE/徒歩遠⾜@レイクタウンビ
オトープ(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@レイクタウン第四公園(0,1,2歳児)

⾝体測定/徒歩遠⾜@⾒⽥⽅遺跡公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼤相模調節池⼟⼿(
0,1,2歳児)/商店街ツアー@ロピア草加プロセスセンター

避難訓練/商店街ツアー@ローソン/徒歩遠⾜@東埼⽟資源環境組合リユース(
3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@レイクタウン第五公園(0,1,2歳児)



越⾕レイクタウンどろんこ保育園_年間スケジュール(2023年10-3⽉版) ※チェック
点検⾏事表記

・衛⽣管理点検/毎⽉25⽇ ・防災⾃主点検/6,12⽉の25⽇ ・設備点検チェック/4,7,10,1⽉の25⽇
・備蓄品確認/ 6,12⽉の25⽇ ・事故防⽌チェック/4,7,10,1⽉の25⽇ ・⼈権チェック/4,10⽉指定⽇
・スタッフ検便投函/毎⽉5⽇ ・情報セキュリティチェック/5,11⽉指定⽇ ※⼟⽇祝の場合は前平⽇

10⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓⼈参・いちご／収穫︓さつまいも

01⽇

02⽇ 担任体育指導

03⽇ 担任⾳楽指導

04⽇ 担任のびのび指導

05⽇ ⾃然体験(落ち葉や⽊の実で遊ぼう)

06⽇ 商店街ツアー@ワイズロード

07⽇ 運動会

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ 担任⾳楽指導

11⽇ 担任のびのび指導

12⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯

13⽇ 避難訓練/商店街ツアー@サイクルベースあさ
ひ

14⽇

15⽇

16⽇ 担任体育指導

17⽇ 担任⾳楽指導

18⽇ 担任のびのび指導

19⽇

20⽇

21⽇

22⽇

23⽇ 担任体育指導

24⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォ
ーターヴィレッジ

25⽇ 写真販売/担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅
遺跡公園

26⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯/⾷育体験(ふかし芋)

27⽇ 商店街ツアー@イオンバイク/園会議/⼈権チェ
ック

28⽇

29⽇

30⽇ 担任体育指導

31⽇ 担任⾳楽指導

11⽉

植え付け︓ほうれん草

担任のびのび指導

⽂化の⽇

担任体育指導/異⽂化交流（異国交流）(韓国につい
て知ろう)

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

商店街ツアー@PEPEMOレイクタウンmori店/園会
議/情報セキュリティチェック

担任体育指導

担任⾳楽指導

総合避難訓練/担任のびのび指導

⾝体測定/担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォー
ターヴィレッジ

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

勤労感謝の⽇

写真販売/不審者侵⼊訓練/商店街ツアー@カスミフ
ードスクエア/保護者懇談会

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

⾷育体験(⿂の解体)/内科健診

12⽉

植え付け︓スナップエンドウ／収穫︓⼤根

商店街ツアー@ケーズデンキ

担任体育指導

担任⾳楽指導/異世代交流(⼤相模⼩学校交流)

担任のびのび指導

⾃然体験(⾃然の着⽕剤集め)

商店街ツアー@越⾕レイクタウン郵便局/園会議

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

担任体育指導

担任⾳楽指導

⾝体測定/担任のびのび指導

商店街ツアー@ナイキファクトリーストアー越⾕/⾷
育体験(⼤根の味噌汁作り)

写真販売/担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォー
ターヴィレッジ

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

銭湯（バス）@登⿓湯/伝承⾏事(正⽉遊び)

年末年始休園

年末年始休園

年末年始休園

1⽉
⽉間
計画
農業
計画

収穫︓ほうれん草

01⽇ 元⽇ 年末年始休園

02⽇ 年末年始休園

03⽇ 年末年始休園

04⽇

05⽇ 商店街ツアー@イオンレイクタウンmori/⾷育
体験(七草粥作り)

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 担任⾳楽指導

10⽇ 担任のびのび指導/交通安全教室

11⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯

12⽇ 商店街ツアー@伊南理神社/園会議

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 担任体育指導

16⽇ 担任⾳楽指導/異世代交流(川柳⼩学校交流)

17⽇ 担任のびのび指導

18⽇ 地域交流(千⽦いちご園交流)

19⽇
⾝体測定/商店街ツアー@中村屋商店/徒歩遠⾜@
⾒⽥⽅遺跡公園(0,1,2歳児)/徒歩遠⾜@⼤相模不
動尊(3,4,5歳児)

20⽇

21⽇

22⽇ 担任体育指導

23⽇ 担任⾳楽指導

24⽇ 担任のびのび指導

25⽇ 銭湯（バス）@登⿓湯/写真販売

26⽇ 商店街ツアー@中村屋商店

27⽇

28⽇

29⽇ 担任体育指導

30⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォ
ーターヴィレッジ

31⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

2⽉

収穫︓⼈参

⾃然体験(氷づくり)

商店街ツアー@佐倉製作所/伝承⾏事(節分)

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

商店街ツアー@⽜乳⾷パン専⾨店 みるく

⽣活発表会

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

避難訓練

商店街ツアー@イオンスタイルレイクタウン

担任体育指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯/写真販売

天皇誕⽣⽇

担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォー
ターヴィレッジ

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

⾷育体験(味噌作り)

3⽉

⼟壌改良／収穫︓いちご・スナップエンドウ

商店街ツアー@スターバックス/伝承⾏事(ひなまつ
り)

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@トマト園芸

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@登⿓湯

卒園式

担任体育指導

⾝体測定/担任⾳楽指導

春分の⽇

商店街ツアー@マクドナルド

写真販売/担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@特養⽼⼈ホームクォー
ターヴィレッジ

担任のびのび指導/⻘空保育@⾒⽥⽅遺跡公園

銭湯（バス）@登⿓湯/⾷育体験(いちごジャム作
り)

商店街ツアー@セントラルスポーツ

⾝体測定/商店街ツアー@ノジマ/徒歩遠⾜@湖畔の森公園(4,5歳児)/バス
遠⾜@川⼝市⽴グリーンセンター（⾬天中⽌）(3歳児)/徒歩遠⾜@レイ
クタウンスポーツ公園(0,1,2歳児)

商店街ツアー@マルエツ/徒歩遠⾜@キャンベルタウン公園(5歳児)/徒歩遠⾜
@草加公園(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@柿⽊フーズサイト公園(0,1歳児)

避難訓練/商店街ツアー@イオンレイクタウンmori⽔の広場/徒歩遠⾜@草加公
園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@レイクタウン湖畔の森公園(3歳児)/徒歩遠⾜@⾒⽥⽅遺
跡公園(0,1,2歳児)

⾝体測定/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@草加公園(2,3,5歳児)/徒歩遠⾜@草加松原ど
ろんこ(4歳児)/徒歩遠⾜@柿の⽊フーズサイト公園(0,1歳児)

避難訓練/商店街ツアー@HondaCars/徒歩遠⾜@草加公園(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@
⼤相模調節池(0,1歳児)/バス遠⾜@越⾕どろんこ（⾬天決⾏）(5歳児)


