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

前原どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)
5月

6月

月間
計画

・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

月間
計画

農業 植え付け：赤しそ、きゅうり、トマト、ピーマ
計画 ン、ヘチマ

植え付け：オクラ、ゴーヤ、収穫：キャベツ、赤し
そ

収穫：きゅうり、トマト、ピーマン

農業 収穫：オクラ
計画

01日 商店街ツアー@嘉数商店

担任音楽指導

プール開き/商店街ツアー@かえる堂鍼灸整骨
01日 院

02日 入園式

担任のびのび指導

02日

担任体育指導

商店街ツアー@うまさん堂

03日

担任音楽指導

収穫：ヘチマ

植え付け：かぶ、大根、収穫：ゴーヤ
担任のびのび指導
商店街ツアー@ヘアースタイリストルームエルム

03日

憲法記念日

04日

みどりの日

04日

担任のびのび指導

05日 担任体育指導

こどもの日

05日 担任体育指導

商店街ツアー@いきなりステーキ

06日 担任音楽指導

商店街ツアー@花屋1

06日 担任音楽指導

担任体育指導/地域交流(獅子舞・エイサーお披露目
会)

利用者アンケート終了

07日 担任のびのび指導

担任体育指導

07日 担任のびのび指導

担任音楽指導

08日 商店街ツアー@スズキ自動車

担任音楽指導

08日 商店街ツアー@トミーズ

担任のびのび指導/徒歩遠足@ ハルばあちゃんの畑(0歳児)/徒歩遠足@うまん
ちゅ広場(2歳児)/徒歩遠足@ 牛舎C(1歳児)/徒歩遠足@若夏公園(3,4,5歳児)

09日

担任のびのび指導/徒歩遠足@前原公民館(0歳児)/徒歩遠足@牛舎C(1歳児)/徒
歩遠足@ うまんちゅ広場(3,4,5歳児)/徒歩遠足@ 高江洲公民館(2歳児)

09日

担任体育指導

10日

担任体育指導

商店街ツアー@ネオパーラーくらね

10日

担任音楽指導

11日

担任音楽指導

保護者参加行事(園庭整備大作戦)@前原どろんこ保
育園(0~5歳児)

11日

山の日

12日 担任体育指導/内科健診

担任のびのび指導/徒歩遠足@花畑(0歳児)/徒歩遠足@キャベツ畑(1歳児)/徒歩
遠足@ 前原公民館(2歳児)/徒歩遠足@高江洲公民館(3,4,5歳児)

12日 担任体育指導

商店街ツアー@OWNDAYS

13日 担任音楽指導

避難訓練/写真販売/商店街ツアー@ベスト電機

13日 担任音楽指導

避難訓練

担任のびのび指導/徒歩遠足@ 鶏舎(0歳児)/徒歩遠足@牛舎A(1歳児)/徒歩

担任のびのび指導/徒歩遠足@85号線牛舎(0,1歳児)/徒歩遠足@トミーズ

商店街ツアー@江州郵便局

担任体育指導

14日 遠足@高江洲公民館(2歳児)/徒歩遠足@前原公民館(3,4,5歳児)

担任体育指導/歯科健診

14日 前(2歳児)/徒歩遠足@美里なかばる公園(3,4,5歳児)

担任音楽指導

写真販売/総合避難訓練/商店街ツアー@はま寿
15日 司

避難訓練/写真販売/担任音楽指導/青空保育@前原
公民館

避難訓練/写真販売/商店街ツアー@ブルーシー
15日 ル

写真販売

写真販売/避難訓練/担任のびのび指導/シニア交流@
プライムガーデンうるま

16日

担任のびのび指導/シニア交流@プライムガーデン
うるま

16日

担任体育指導/食育体験(漬物作り)

商店街ツアー@幸和ガーデン

商店街ツアー@セブンイレブン

17日

担任音楽指導/青空保育@前原公民館

17日

食育体験(ヒラヤーチー作り)/担任体育指導

18日

担任音楽指導/青空保育@前原公民館

18日 海の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@ キャベツ畑(0歳児)/徒歩遠足@うまさん堂(1歳
児)/徒歩遠足@高江洲公民館(2,5歳児)/徒歩遠足@ トミーズ(3,4歳児)

19日 担任体育指導/食育体験(おにぎり作り)

担任のびのび指導/シニア交流@長寿園

19日 担任体育指導/食育体験(ゼリー作り)

身体測定/商店街ツアー@ドラッグストアモリ

20日 身体測定/担任音楽指導/青空保育@前原公民館

身体測定/商店街ツアー@アップガレージ/保護者懇
談会

敬老の日

身体測定

20日 身体測定/担任音楽指導/青空保育@前原公民館

身体測定/担任体育指導/食育体験(いきなり団子作
り)

担任のびのび指導/シニア交流@ちむじゅらさ
21日 ん

担任体育指導/食育体験(梅ジュース作り)

担任のびのび指導/シニア交流@ちむじゅらさ
21日 ん

担任音楽指導/青空保育@前原公民館

商店街ツアー@めーばるやー/人権チェック/園
22日 会議

担任音楽指導

22日 商店街ツアー@マクドナルド/園会議

担任のびのび指導

23日

担任のびのび指導

23日

担任体育指導

不審者侵入訓練/商店街ツアー@上間てんぷら屋/園
会議

24日

担任音楽指導/表現する体験(フリースタイルペイン
ト)

秋分の日

24日

担任体育指導

25日

担任音楽指導/自然体験(赤山川、川遊び)

25日

利用者アンケート開始/担任のびのび指導/シニア交
流@長寿園

26日 担任体育指導

担任のびのび指導

26日 担任体育指導

商店街ツアー@メイクマン/園会議

27日 担任音楽指導

園会議/情報セキュリティチェック/商店街ツアー@
辛ちゃんチキン

27日 自然体験(オタマジャクシ探し)/担任音楽指導

担任体育指導

28日 担任のびのび指導

担任体育指導

28日 担任のびのび指導

担任音楽指導/自然体験(石川岳登山)

29日 昭和の日

担任音楽指導

29日 商店街ツアー@Logos

担任のびのび指導

30日

担任のびのび指導

30日 どろんこ祭り

担任体育指導

31日

プール納め/担任音楽指導

担任体育指導

商店街ツアー@風風ラーメン/園会議

※チェック
点検行事表記

前原どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
10月

11月

12月

月間
計画

・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

3月

月間
計画

農業 植え付け：人参
計画

植え付け：ジャガイモ、玉ねぎ、収穫：かぶ

収穫：大根

農業 収穫：人参
計画

収穫：ジャガイモ、玉ねぎ

植え付け：ブロッコリー、キャベツ、カリフラワー

01日

担任体育指導

担任のびのび指導

01日 元日 年末年始休園

担任音楽指導

担任音楽指導

02日

担任音楽指導

商店街ツアー@ABCマート

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任のびのび指導

担任のびのび指導

03日

文化の日

03日 年末年始休園

商店街ツアー@新里酒造

商店街ツアー@トミーズ

04日 担任体育指導

商店街ツアー@プティフール

04日 担任音楽指導

生活発表会

05日 担任音楽指導

保護者参加行事(親子で道草散歩)@園周辺(0~5歳
児)

05日 担任のびのび指導

06日 担任のびのび指導

担任体育指導

06日 商店街ツアー@うるマルシェ

07日 商店街ツアー@ニトリ

担任音楽指導

07日

担任体育指導

担任体育指導

08日

担任体育指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@牛舎C(0歳児)/徒歩遠足@高江洲公民館(1歳児)/徒
歩遠足@ 松本第二公園(2歳児)/徒歩遠足@喜屋武マーブ公園(3,5歳児)/徒歩遠足
@ 美里なかばる公園(4歳児)

08日

担任音楽指導

担任音楽指導

09日

担任音楽指導

商店街ツアー@花の二葉屋

09日 成人の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@ 森の小道(0歳児)/徒歩遠足@うまさん堂(1歳児)/
徒歩遠足@美里なかばる公園(2,3歳児)/徒歩遠足@ 勝連城址(4,5歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@ 前原公民館(0歳児)/徒歩遠足@高江洲公民館(1歳
児)/徒歩遠足@マンタ公園(2歳児)/徒歩遠足@ 津梁公園(3歳児)/徒歩遠足@黒潮
公園(4歳児)/徒歩遠足@ 県総合運動公園(5歳児)

10日 スポーツの日

担任のびのび指導/徒歩遠足@85号線沿い(0歳児)/徒歩遠足@高江洲公民館(1歳
児)/徒歩遠足@ サヨリ公園(2歳児)/徒歩遠足@松本第二公園(3歳児)/徒歩遠足@
ミニミニ動物園(4,5歳児)

10日 担任体育指導

商店街ツアー@幸和ガーデン

商店街ツアー@萬龍飯店

11日 内科健診/担任体育指導

保護者懇談会/商店街ツアー@トヨタカローラ

11日 担任音楽指導

建国記念の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@高江洲方面(0,1歳
12日 児)/徒歩遠足@豊原農村公園(2歳児)/徒歩遠足@
美東公園(3,4,5歳児)

12日 担任音楽指導
担任のびのび指導/徒歩遠足@ 砂利道(0歳児)/徒歩遠足@前原公民館(1,5

13日 歳児)/徒歩遠足@豊原農村公園(2,4歳児)/徒歩遠足@ なかばる公園(3歳児)

歯科健診/担任体育指導

13日 写真販売/商店街ツアー@さかな屋

14日 写真販売/避難訓練/商店街ツアー@CAINZ

担任音楽指導

14日 避難訓練

担任体育指導

担任体育指導/食育体験(ピザ作り)

15日

総合避難訓練/写真販売/担任体育指導/食育体験(魚
の解体ショー)

避難訓練/写真販売/担任のびのび指導/シニア交流@
プライムガーデンうるま

15日

写真販売/避難訓練/担任音楽指導/青空保育@前原
公民館

写真販売/避難訓練/担任音楽指導/青空保育@前原
公民館

16日

担任音楽指導/青空保育@前原公民館

商店街ツアー@ミスタードーナツ

16日

担任のびのび指導/シニア交流@長寿園

担任のびのび指導/シニア交流@プライムガーデン
うるま

17日

担任のびのび指導/シニア交流@長寿園

17日 担任体育指導

商店街ツアー@池武新垣三線店

商店街ツアー@前原公民館

18日 担任体育指導/食育体験(沖縄そば作り)

身体測定/商店街ツアー@ながみね動物病院/異文化
交流(世界の遊びを知ろう)

18日 担任音楽指導/青空保育@前原公民館
担任のびのび指導/シニア交流@ちむじゅらさ
19日 ん

19日 担任音楽指導/青空保育@前原公民館
20日

卒園式

身体測定/担任のびのび指導/シニア交流@ちむ
じゅらさん

21日 商店街ツアー@ゼビオ

身体測定/担任体育指導/食育体験(ケーキ作り)

20日

担任音楽指導/青空保育@前原公民館

身体測定/伝承行事(獅子舞い体験)/商店街ツア
ー@仲松ミート

身体測定

身体測定

21日

担任体育指導/食育体験(きりたんぽ作り)

春分の日

22日 運動会

担任体育指導

担任のびのび指導

22日

担任音楽指導

担任音楽指導/自然体験(石川岳登山)

23日

勤労感謝の日

商店街ツアー@C&CBIRTHDAY/園会議

23日

天皇誕生日

担任のびのび指導

24日

担任のびのび指導

24日 担任体育指導/食育体験(ムーチー作り)

商店街ツアー@フィッシングステップ

商店街ツアー@パヤオ

25日 担任体育指導

不審者侵入訓練/商店街ツアー@東陽バス/園会議/
情報セキュリティチェック

25日 担任音楽指導/自然体験(ススキ集め)

担任体育指導/異世代交流(高江洲小学校と交流)

担任体育指導

26日 担任音楽指導

26日 担任のびのび指導

27日 担任のびのび指導

担任体育指導

27日 商店街ツアー@JAおきなわ/園会議

28日 人権チェック/商店街ツアー@宮脇書店/園会議

担任音楽指導

28日

29日

担任体育指導

年末年始休園

29日

担任音楽指導

30日

担任音楽指導/自然体験(秋の自然物集め)

年末年始休園

30日

担任のびのび指導

年末年始休園

31日 担任体育指導

商店街ツアー@上間鮮魚店

31日

