4月

5月

6月

月間
計画
農業 植え付け：さといも
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

※チェック
点検行事表記

中里どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)

・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
植え付け：トマト、ピーマン、なす

植え付け：きゅうり、さつまいも、収穫：ジャガイ
モ

01日 担任のびのび指導

農業 植え付け：オクラ、収穫：トマト、きゅうり
計画

植え付け：人参、収穫：なす、オクラ

植え付け：大根、収穫：ピーマン

01日 プール開き/担任のびのび指導

担任音楽指導

担任体育指導

商店街ツアー@ファミリーマート

担任のびのび指導

02日 入園式

担任音楽指導

担任体育指導/表現する体験(ボディペインティング
旗作り)

02日 どろんこ祭り

03日

憲法記念日

歯科健診/担任のびのび指導

03日

04日 担任音楽指導

みどりの日

04日 担任音楽指導

担任体育指導

05日 商店街ツアー@増田ファーム

こどもの日

05日 商店街ツアー@西友

担任のびのび指導/園会議/徒歩遠足@伊藤記念公園
(0~5歳児)

06日

担任のびのび指導

担任音楽指導/利用者アンケート終了

担任音楽指導

06日

商店街ツアー@清瀬市役所環境安全課

07日 担任体育指導

商店街ツアー@うどん屋アサイチ

07日 担任体育指導

担任のびのび指導/人権チェック/園会議/徒歩遠
08日 足@河川敷(0~5歳児)

銭湯（バス）@源の湯

担任のびのび指導/徒歩遠足@河川敷(0~4歳児)/
08日 園会議/徒歩遠足@川遊び(5歳児)

担任音楽指導

担任体育指導
担任のびのび指導/徒歩遠足@ 下田児童遊園(0,1歳児)/園会議/徒歩遠足@金山
貯水池(2,3歳児)/徒歩遠足@せせらぎ公園(4,5歳児)

09日

担任音楽指導

担任体育指導

09日

商店街ツアー@トモズ/シニア交流@清雅苑

10日

バス遠足@ 晴：狭山湖、雨：清瀬どろんこ(5歳児)/商店街ツアー@マルエツ/
シニア交流@ 清雅苑/徒歩遠足@雑木林(0,1,2歳児)/徒歩遠足@ 河川敷(3,4歳児)

担任のびのび指導/園会議/徒歩遠足@伊藤記念公園(
0,1,2,3歳児)/徒歩遠足@せせらぎ公園(4,5歳児)

10日

銭湯（バス）@源の湯

11日 担任音楽指導

銭湯（バス）@源の湯

11日 担任音楽指導

山の日

シニア交流@清雅苑/商店街ツアー@JA清瀬支
12日 店

担任体育指導/地域交流(近隣園と絵手紙交換)

12日 商店街ツアー@エミュー/シニア交流@清雅苑

担任のびのび指導

担任音楽指導

13日

担任のびのび指導/避難訓練/園会議/情報セキュリ
ティチェック

担任音楽指導

13日 銭湯（バス）@源の湯

避難訓練

商店街ツアー@エミュー/シニア交流@清雅苑

14日 担任体育指導

商店街ツアー@上原精肉店/シニア交流@清雅苑

14日 担任体育指導

担任のびのび指導/食育体験(味噌を楽しむ五平
15日 餅作り)/総合避難訓練

避難訓練

担任のびのび指導/避難訓練/食育体験(保育園の
15日 夏野菜でカレー作り)

担任音楽指導

避難訓練/担任体育指導

商店街ツアー@増田牧場

担任のびのび指導/食育体験(柿ジャム作り)

16日

担任音楽指導

保護者懇談会/担任体育指導

16日

17日

商店街ツアー@エミュー

担任のびのび指導/食育体験(梅ジャム・ジュース作
り)

17日

18日 担任音楽指導
19日 商店街ツアー@清雅苑

担任体育指導

20日 身体測定

担任のびのび指導/身体測定/食育体験(豆本来の味
を楽しむ)

銭湯（バス）@源の湯

18日 海の日

担任体育指導

19日 商店街ツアー@ドミノピザ

担任のびのび指導/身体測定/食育体験(畑のトマト
でピザ作り)

敬老の日

担任音楽指導/身体測定

20日 身体測定

商店街ツアー@増田動物病院/身体測定

21日 担任体育指導

商店街ツアー@清瀬消防署/保護者懇談会

21日 担任体育指導

22日 写真販売/担任のびのび指導

青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0~5歳児)

22日 担任のびのび指導

担任音楽指導

写真販売/担任体育指導
秋分の日

23日

担任音楽指導

担任体育指導/保護者懇談会

23日

商店街ツアー@中里交番

24日

商店街ツアー@清瀬市役所/自然体験(雑木林オリエ
ンテーリング)

不審者侵入訓練/担任のびのび指導/写真販売

24日

青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

25日 担任音楽指導

青空保育@伊藤記念公園/写真販売/内科健診(0歳児
)

25日 担任音楽指導/写真販売

担任体育指導/写真販売/利用者アンケート開始

26日 商店街ツアー@中里郵便局

担任体育指導/課外田植え

商店街ツアー@オーケー/自然体験(バブルアー
26日 ト)

担任のびのび指導

27日 内科健診(0歳児)/青空保育@伊藤記念公園

担任のびのび指導/課外田植え

28日 担任体育指導

担任音楽指導

27日 青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

商店街ツアー@ミスタードーナツ/自然体験(停電の
日)

商店街ツアー@魚三九

28日 担任体育指導

青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

29日 昭和の日
30日

担任音楽指導
商店街ツアー@御殿山

担任音楽指導

担任体育指導

29日 担任のびのび指導

担任音楽指導

担任体育指導/課外稲刈り

30日

商店街ツアー@同心居

担任のびのび指導/課外稲刈り

31日

プール納め

10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

中里どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
11月

12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

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：水菜、小松菜、収穫：さといも、さ
計画 つまいも

植え付け：そらまめ、スナップエンドウ、収穫：人
参、大根

植え付け：きぬさや、収穫：水菜、小松菜

農業 植え付け：ほうれん草
計画

01日

商店街ツアー@ドミノピザ

担任体育指導

01日 元日 年末年始休園

02日

異世代交流(小学生とドッジボール)

担任のびのび指導

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任体育指導

担任体育指導

03日 担任音楽指導

文化の日

03日 年末年始休園

担任のびのび指導

担任のびのび指導

04日 商店街ツアー@清瀬市役所

担任のびのび指導

04日

植え付け：豆苗

植え付け：ジャガイモ、収穫：ほうれん草、豆苗
地域交流(地域のおまわりさんと交通安全教室)

05日

担任音楽指導

05日 担任体育指導/伝承行事(正月遊び)

06日 担任体育指導

商店街ツアー@清瀬消防署

06日 担任のびのび指導

担任音楽指導

担任音楽指導

07日

商店街ツアー@エミュー

商店街ツアー@清瀬小学校

担任のびのび指導/人権チェック/徒歩遠足@台田運動公園(2歳児)/徒歩

07日 遠足@伊藤記念公園(0,1歳児)/園会議/徒歩遠足@金山貯水池(3,4,5歳児)

担任音楽指導

08日

商店街ツアー@降矢酒店/シニア交流@清雅苑

担任体育指導

08日

銭湯（バス）@源の湯

銭湯（バス）@源の湯

09日

銭湯（バス）@源の湯

担任のびのび指導/園会議

09日 成人の日

担任体育指導

担任体育指導

10日 スポーツの日

担任体育指導

商店街ツアー@JA清瀬支店/シニア交流@清雅
10日 苑

担任のびのび指導/徒歩遠足@ 伊藤記念公園(0歳児)/徒歩遠足@清瀬中央公園(
4,5歳児)/徒歩遠足@城址公園(2,3歳児)/徒歩遠足@下田児童遊園(1歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@河川敷(0,1歳児)/徒歩
遠足@下田児童遊園(2,3歳児)/徒歩遠足@清瀬どろ
んこ(4,5歳児)

11日 商店街ツアー@マルエツ/シニア交流@清雅苑

担任のびのび指導/徒歩遠足@水天宮(3,5歳児)/徒歩遠足@ 神山公園(コロポック
ル)(4歳児)/徒歩遠足@ 増田ファーム(2歳児)/情報セキュリティチェック/徒歩遠
足@ 河川敷(0,1歳児)/園会議

11日 銭湯（バス）@源の湯

建国記念の日

12日 銭湯（バス）@源の湯

担任音楽指導

12日 担任体育指導

13日 担任体育指導

商店街ツアー@ うどん屋アサイチ/シニア交流@清雅苑/バス遠足@晴：彩湖
・道満グリーンパーク、雨：新座どろんこ(5歳児)/徒歩遠足@増田ファーム(1
歳児)/徒歩遠足@金山公園(2歳児)/徒歩遠足@城址公園(3,4歳児)/徒歩遠足@ 伊藤
記念公園(0歳児)

13日 歳児)/園会議/徒歩遠足@下田稲荷(0,1歳児)/徒歩遠足@駅前稲荷児童遊園(

担任音楽指導

担任音楽指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@増田牧場(3歳児)/徒歩遠足@金山貯水池(2
4,5歳児)

14日 担任のびのび指導/避難訓練

担任音楽指導/保護者懇談会

銭湯（バス）@源の湯

14日 避難訓練

シニア交流@清雅苑/商店街ツアー@清明小学校

シニア交流@清雅苑/商店街ツアー@清瀬第八小学
校

15日

総合避難訓練/商店街ツアー@JA清瀬支店/保護者懇
談会

避難訓練/担任体育指導

15日

避難訓練

避難訓練

16日

青空保育@伊藤記念公園

担任のびのび指導/食育体験(焚火で焼き芋)

16日 担任音楽指導

担任体育指導

担任体育指導

17日 担任音楽指導

担任体育指導/保護者懇談会

17日 商店街ツアー@旭が丘交番

担任のびのび指導/食育体験(味噌作り)

担任のびのび指導/食育体験(手作り味噌煮込みうど
ん作り)

18日 商店街ツアー@上原精肉店

身体測定/担任のびのび指導/食育体験(収穫した大根
でたくあん作り)

18日

生活発表会

卒園式

担任音楽指導/身体測定

身体測定/担任音楽指導

21日

商店街ツアー@清瀬駅

春分の日

19日

担任音楽指導

19日 担任体育指導

20日 担任体育指導/身体測定

身体測定/商店街ツアー@ウェルシア

20日

21日

担任のびのび指導/食育体験(焚火でさんま焼き
と芋煮汁作り)

担任音楽指導

身体測定/担任のびのび指導/食育体験(魚の解体
ショー)

22日 運動会

商店街ツアー@ファミリーマート/自然体験(クリス
マスリース作り)

担任体育指導

22日

青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

23日

勤労感謝の日

写真販売/担任のびのび指導/異文化交流(世界の12
月の行事を知ろう)

23日 担任音楽指導

天皇誕生日

担任体育指導

24日 担任音楽指導

担任体育指導

24日 商店街ツアー@ワークマン

担任のびのび指導/写真販売

担任のびのび指導/写真販売

25日 写真販売/商店街ツアー@チケット大黒屋

担任のびのび指導/不審者侵入訓練/写真販売

25日

写真販売/内科健診(0歳児)/青空保育@伊藤記
念公園

26日 青空保育@伊藤記念公園/内科健診(0歳児)

担任音楽指導

26日 担任体育指導

27日 担任体育指導

商店街ツアー@デンキチ/保護者参加行事(餅つき大
会)@鏡餅つくり(0~5歳児)/内科健診(0歳児)

27日 担任のびのび指導

担任音楽指導

担任音楽指導

商店街ツアー@ブックス・いいだクレア

自然体験(カエルの卵とり)/商店街ツアー@御殿山

28日 担任のびのび指導

担任音楽指導

青空保育@伊藤記念公園

28日

29日

商店街ツアー@旭が丘交番

年末年始休園

29日

30日

内科健診(0~5歳児)

年末年始休園

30日 担任音楽指導

担任体育指導

年末年始休園

商店街ツアー@AOKI/自然体験(氷作り/光遊び
31日 )

担任のびのび指導

31日 担任音楽指導

