4月

5月

6月

月間
計画
農業 植え付け：きゅうり、ラディッシュ、ピーマン
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

メリー★ポピンズアトレ川崎ルーム_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：枝豆、なす、オクラ、トマト、とうもろ
こし、収穫：ラディッシュ

01日 担任音楽指導/地域交流(挨拶月間)

収穫：ピーマン、枝豆

農業 植え付け：ブロッコリー、収穫：きゅうり
計画

植え付け：ジャガイモ、収穫：なす、オクラ、トマ
ト

植え付け：人参、ほうれん草、大根、収穫：とうも
ろこし

歯科健診

01日 プール開き/担任音楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/地域交流(消防署見学)

商店街ツアー@南部市場

担任音楽指導/自然体験(どろんこで街作り)

02日 入園式

担任体育指導

担任のびのび指導/表現する体験(お店屋さん体験)

02日

03日

憲法記念日

担任音楽指導

03日

04日 担任体育指導

みどりの日

04日 担任体育指導

担任のびのび指導

05日 商店街ツアー@モンソーフルール

こどもの日

商店街ツアー@ライフ/表現する体験(ボディペ
05日 インティング)

担任音楽指導

06日

担任音楽指導

利用者アンケート終了/担任体育指導

担任体育指導

06日

商店街ツアー@防災センター

07日 担任のびのび指導

商店街ツアー@魚力/大繩作り(3,4,5歳児)

07日 担任のびのび指導

08日 担任音楽指導

シニア交流@ひつじ雲

08日 担任音楽指導

担任体育指導/自然体験(どろんこ遊び)/移動保育@
鶴見どろんこ

担任のびのび指導/徒歩遠足@さくら緑地(0,1,2歳児
)/徒歩遠足@渡田新町公園(3,4,5歳児)
担任音楽指導

09日

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任のびのび指導/徒歩遠足@ラズーン(0,1,2歳児)/
徒歩遠足@東芝未来科学館(3,4,5歳児)

09日

商店街ツアー@モナポルト/食育体験(イワシの手開
き〜命の大切さを学ぶ〜)

10日

食育体験(出汁の飲み比べ)/商店街ツアー@川崎駅
長室

担任音楽指導/保護者懇談会

10日

シニア交流@ひつじ雲

11日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

シニア交流@ひつじ雲

11日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

山の日

商店街ツアー@アトレ営業部/食育体験(お米の
12日 話〜おにぎり作り〜)

徒歩遠足@芝生広場(0,1,2歳児)/担任のびのび指導/
徒歩遠足@富士見公園(3,4,5歳児)

商店街ツアー@ビックカメラ/食育体験(畑の野
12日 菜でカレー作り)

担任音楽指導/徒歩遠足@公団公園(0,1,2歳児)/徒歩
遠足@港町公園(3,4,5歳児)

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

13日 シニア交流@ひつじ雲

写真販売/避難訓練/担任音楽指導

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

13日 シニア交流@ひつじ雲

避難訓練

商店街ツアー@吉兆庵/食育体験(トマトケチャップ
、ピザ作り)

商店街ツアー@プロント/食育体験(梅シロップ、梅
干し作り)

担任のびのび指導/徒歩遠足@スカイコート(0,1,
14日 2歳児)/徒歩遠足@干潟館(3,4,5歳児)

避難訓練/写真販売/銭湯（徒歩）@富士見湯

避難訓練/写真販売/担任音楽指導/園会議/青空
15日 保育@スカイコート

写真販売/担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

避難訓練/写真販売/担任のびのび指導
担任音楽指導/青空保育@スカイコート/園会議

担任のびのび指導/徒歩遠足@ルーファ広場(0,1,
14日 2歳児)/バス遠足@晴：大師公園、雨：マリエン(
3,4,5歳児)
総合避難訓練/写真販売/担任音楽指導/青空保育
15日 @スカイコート/人権チェック/園会議

シニア交流@ひつじ雲

16日

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

自然体験(雨の日散歩)/担任のびのび指導

16日

商店街ツアー@八百一

17日

商店街ツアー@アトレ営業部

担任音楽指導/園会議/青空保育@スカイコート

17日

銭湯（徒歩）@富士見湯

18日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

銭湯（徒歩）@富士見湯

18日 海の日

担任のびのび指導

19日 商店街ツアー@New Days

担任のびのび指導

19日 商店街ツアー@二津屋豆腐

身体測定/担任音楽指導/青空保育@スカイコート/
園会議

20日 身体測定

身体測定/園会議/情報セキュリティチェック/担任音
楽指導/青空保育@スカイコート

21日 担任のびのび指導/自然体験(春探し)

身体測定/担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

20日 身体測定/銭湯（徒歩）@富士見湯

身体測定/商店街ツアー@あおば団子本店

商店街ツアー@ザ・ボディショップ

21日 担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@富士見湯

22日 担任音楽指導

22日 担任音楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/大繩大会(3,4,5歳児)
秋分の日

23日 保護者参加行事(親子遠足)(0~5歳児)

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任のびのび指導/内科健診(0,1歳児)

23日 どろんこ祭り

商店街ツアー@菜果善

24日

商店街ツアー@そばじ/課外田植え

不審者侵入訓練/保護者懇談会/担任音楽指導

24日

移動保育@鶴見どろんこ

25日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

地域交流(交通安全教室)/課外田植え

25日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

利用者アンケート開始/担任のびのび指導/内科健診
(0,1歳児)

26日 商店街ツアー@赤ちゃん本舗

内科健診(2~5歳児)/担任のびのび指導

26日 商店街ツアー@川崎中央郵便局

担任音楽指導

27日

担任音楽指導

28日 担任のびのび指導/内科健診(0,1歳児)

担任体育指導
商店街ツアー@箱根ベーカリー

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

27日 異世代交流(専門学校生徒の交流)

商店街ツアー@堂本本店/課外稲刈り

商店街ツアー@青山フラワーマーケット

28日 担任のびのび指導

課外稲刈り

29日 昭和の日
30日

敬老の日

担任のびのび指導

29日 担任音楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/内科健診(2~5歳児)

30日

商店街ツアー@さわみつ青果

担任音楽指導

31日

プール納め

10月

11月

月間
計画

12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

1月

ウォーキング月間

月間 マラソン月間
計画

農業 植え付け：いちご
計画

植え付け：しいたけ、チューリップ、収穫：ブロッ
コリー、ジャガイモ

収穫：ほうれん草、しいたけ

農業 収穫：大根
計画

01日

商店街ツアー@島村楽器

担任のびのび指導

01日 元日 年末年始休園

担任音楽指導

02日

・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

メリー★ポピンズアトレ川崎ルーム_年間スケジュール(2022年10-3月版)

・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

収穫：人参

収穫：いちご

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
担任音楽指導

03日 担任体育指導

文化の日

03日 年末年始休園

担任音楽指導/伝承行事(節分会)

04日 商店街ツアー@さわみつ青果

担任音楽指導

04日

生活発表会

05日

担任体育指導/伝承行事(雑巾作り)

05日 担任のびのび指導/相撲大会(3,4,5歳児)

06日 担任のびのび指導

商店街ツアー@有隣堂

06日 担任音楽指導

担任体育指導

担任体育指導

07日

商店街ツアー@ワイズマート

商店街ツアー@ステラおばさん

07日 担任音楽指導

担任体育指導

08日 運動会

商店街ツアー@川崎駅前交番/食育体験(だいずの話
~豆腐作りで加工過程を体験しよう〜)

担任のびのび指導/徒歩遠足@さくら公園(0,1,2歳児
)/徒歩遠足@タイヤ公園(3,4,5歳児)

08日

シニア交流@ひつじ雲

シニア交流@ひつじ雲

09日

シニア交流@ひつじ雲

担任音楽指導

09日 成人の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@南河原公園(0,1,2歳児
)/徒歩遠足@夢見ヶ崎動物公園(3,4,5歳児)

10日 スポーツの日

担任のびのび指導/徒歩遠足@東芝未来科学館(0,1,2
歳児)/バス遠足@晴：萩中公園、雨：羽田空港(3,4,
5歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@多摩見晴らし公園(0,1
,2歳児)/徒歩遠足@さいわいふるさと公園(3,4,5歳
児)

10日 商店街ツアー@稲毛神社

担任音楽指導

担任音楽指導

担任音楽指導/情報セキュリティチェック/園会議

11日 シニア交流@ひつじ雲

建国記念の日

商店街ツアー@アトレ営業部/食育体験(旬の果
11日 物でジャム作り)
12日 シニア交流@ひつじ雲
13日

担任のびのび指導/徒歩遠足@さくら緑地(0,1,2
歳児)/徒歩遠足@大師公園(3,4,5歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@諏訪公園(0,1,2歳
児)/徒歩遠足@川崎競馬場(3,4,5歳児)

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

12日

商店街ツアー@ロフト/食育体験(たくあん作り)

13日 写真販売/担任音楽指導

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ/自然体験(
焚火体験)

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

14日 避難訓練/写真販売/担任音楽指導

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

シニア交流@ひつじ雲

14日 避難訓練

商店街ツアー@ゴディバ/食育体験(恵方巻作り)

商店街ツアー@ダイソー/食育体験(給食作り)

15日

写真販売/総合避難訓練/商店街ツアー@川崎消防署

避難訓練/写真販売/担任のびのび指導

15日

写真販売/避難訓練/銭湯（徒歩）@富士見湯

避難訓練/写真販売/銭湯（徒歩）@富士見湯

16日

銭湯（徒歩）@富士見湯

担任音楽指導/青空保育@スカイコート/園会議

16日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任のびのび指導

担任のびのび指導

担任音楽指導/青空保育@スカイコート

担任音楽指導/青空保育@スカイコート

17日

担任体育指導/自然体験(焚火体験)/移動保育@
鶴見どろんこ

18日 商店街ツアー@ユニディ

商店街ツアー@川崎消防署/食育体験(小麦の話
〜うどん作り〜)

担任のびのび指導

17日

身体測定/担任音楽指導/保護者懇談会/青空保育@
スカイコート

18日 銭湯（徒歩）@富士見湯

19日 銭湯（徒歩）@富士見湯

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

19日 担任のびのび指導

20日 身体測定/担任のびのび指導

身体測定/商店街ツアー@ビックカメラ

20日

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

銭湯（徒歩）@富士見湯

22日

商店街ツアー@川崎市立図書館

23日

勤労感謝の日

24日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ
25日 商店街ツアー@青山フラワーマーケット

21日

人権チェック/担任音楽指導/青空保育@スカイ
コート/園会議

身体測定/担任音楽指導/青空保育@スカイコー
ト/園会議

卒園式

身体測定/担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

身体測定/担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

21日

商店街ツアー@飯島屋靴屋

春分の日

担任のびのび指導/自然体験(ゆず湯体験)/内科健診(
0,1歳児)

22日

内科健診(0,1歳児)

担任音楽指導/クリスマス(0~5歳児)

23日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

天皇誕生日

担任のびのび指導

担任のびのび指導

24日 商店街ツアー@クロネコヤマト

担任音楽指導

担任音楽指導

不審者侵入訓練/担任音楽指導/異文化交流(保護者
に異国の文化を教えていただく)/保護者懇談会

25日

26日 表現する体験(演奏会)

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

26日 担任のびのび指導/内科健診(2~5歳児)

27日 担任のびのび指導/内科健診(0,1歳児)

商店街ツアー@東急ハンズ

27日 担任音楽指導

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

28日

商店街ツアー@JR川崎駅

商店街ツアー@青山フラワーマーケット

28日

地域交流(アトレ内店舗とハロウィン交流)/担任
音楽指導

担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ
年末年始休園

29日

30日

年末年始休園

30日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

担任のびのび指導

31日 担任体育指導/移動保育@鶴見どろんこ

年末年始休園

31日 商店街ツアー@美容院モンチッチ

担任音楽指導

29日

商店街ツアー@清水屋豆腐店

