※チェック
点検行事表記

P’Sスマイル保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)
4月

5月

6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

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、食用菊、カモミール、収穫
計画 ：ブロッコリー、ニラ、大根、小松菜

植え付け：さつまいも、なす、きゅうり、ピーマン
、トマト、枝豆、ズッキーニ

01日 担任音楽指導

植え付け：ラディッシュ、レモングラス

農業 植え付け：豆苗、収穫：赤しそ、枝豆、ラディ
計画 ッシュ

植え付け：ブロッコリー、収穫：なす、きゅうり、
ピーマン、トマト、ズッキーニ、豆苗

植え付け：人参、大根、ほうれん草、アップルミン
ト

担任体育指導

01日 プール開き/担任音楽指導

商店街ツアー@銀次郎

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ
担任音楽指導

02日 入園式

商店街ツアー@昆虫ヘラクレスの里

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

02日 どろんこ祭り

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

03日

憲法記念日

担任音楽指導

03日

担任体育指導

04日 商店街ツアー@CIAL鶴見保安室

みどりの日

04日 商店街ツアー@横浜市鶴見図書館

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

05日 シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

こどもの日

05日 シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

担任音楽指導

06日 担任体育指導

担任音楽指導

利用者アンケート終了/商店街ツアー@御菓子司
清月

商店街ツアー@JR鶴見駅

06日 担任体育指導

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

07日 担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

伝承行事(七夕)/担任のびのび指導/移動保育@
07日 鶴見どろんこ

担任体育指導

08日 伝承行事(花見)/担任音楽指導

担任体育指導

08日 担任音楽指導

商店街ツアー@理容室shampoo

担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園/歯科健診

09日

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(ソーラークッキン
グ)

担任音楽指導/伝承行事(お月見)

園会議/担任音楽指導

10日

担任体育指導

09日

商店街ツアー@オリンピック

マルワン

10日

銭湯（バス）@潮田湯/シニア交流@鶴見中央地域
ケアプラザ

11日 商店街ツアー@花七生花店

担任体育指導

11日 商店街ツアー@横浜市鶴見区役所

山の日

12日 自然体験(押花しおり作り)

担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(貝殻浜で貝殻
12日 探し)

担任音楽指導/青空保育@潮鶴橋公園

商店街ツアー@鶴見消防署

13日 担任体育指導

情報セキュリティチェック/避難訓練/写真販売/園会
議/担任音楽指導

商店街ツアー@JR鶴見駅鶴見線

13日 担任体育指導

避難訓練

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(鶴見の鳥探し)

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(梅雨の生き物探し
)

14日 担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

担任体育指導/避難訓練/写真販売/徒歩遠足@佃野の
土手(1,2歳児)/徒歩遠足@金沢自然公園(3,4,5歳児)

15日 避難訓練/写真販売/担任音楽指導/園会議

14日 担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園
総合避難訓練/写真販売/人権チェック/担任音楽
15日 指導/食育体験(朝ごはんの話 味噌汁作り)/園会
議

担任体育指導
写真販売/商店街ツアー@西友

16日

商店街ツアー@鶴見警察署

担任のびのび指導/内科健診

16日

17日

自然体験(ザリガニ釣り)

保護者懇談会/担任音楽指導

17日

担任体育指導

18日 商店街ツアー@農園ももたろうトマトハウス

担任体育指導

18日 海の日

担任のびのび指導

19日

担任のびのび指導/徒歩遠足@総持寺(1歳児)/バス遠
足@晴・雨：陣が下渓谷(2~5歳児)

19日

身体測定/園会議/担任音楽指導

20日 歩遠足@花月園(2,3歳児)/徒歩遠足@ 総持寺(1歳児)

身体測定/食育体験(豆アジの唐揚げ作り)/担任音楽
指導

21日 担任のびのび指導

保護者参加行事(公園で遊ぼう)@花月園公園(1,2歳
児)/保護者参加行事(山登り)@大楠山(3,4,5歳児)

担任体育指導/身体測定/徒歩遠足@みその公園「横溝屋敷」(4,5歳児)/徒

22日 担任音楽指導

身体測定/商店街ツアー@京急鶴見駅

担任音楽指導/園会議/食育体験(お月見団子作り)

身体測定

21日 担任のびのび指導

担任体育指導/徒歩遠足@入船公園(3,4,5歳児)/徒歩
遠足@さくら公園(1,2歳児)

22日 担任音楽指導/食育体験(夏野菜ピザ作り)

商店街ツアー@かなざぎ精肉店

23日

商店街ツアー@総持寺

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

23日

24日

課外田植え

保護者懇談会/不審者侵入訓練/担任音楽指導/食育
体験(歯を強くしよう もぎたての野菜をかじる)

24日

担任体育指導

25日 商店街ツアー@岩崎生花店

担任体育指導/課外田植え

商店街ツアー@鶴見郵便局/異世代交流(高校吹
25日 奏楽交流)

利用者アンケート開始/担任のびのび指導/移動保育
@鶴見どろんこ

26日

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

26日

担任音楽指導/食育体験(夏野菜カレー作り)

27日 担任体育指導

地域交流(きらぼし保育園交流)/担任音楽指導

28日 担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ
29日 昭和の日
30日

商店街ツアー@Your Petia

敬老の日

身体測定/担任体育指導/徒歩遠足@神社公園
20日 (1,2歳児)/徒歩遠足@潮田公園(3,4,5歳児)

担任体育指導

商店街ツアー@三松幼稚園

避難訓練/写真販売/担任のびのび指導

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ
秋分の日

商店街ツアー@バードサロンこうのとり

27日 担任体育指導

課外稲刈り

28日 担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

課外稲刈り/担任体育指導

担任体育指導

29日 担任音楽指導

担任のびのび指導

30日
31日

商店街ツアー@業務スーパー

担任のびのび指導
担任音楽指導

プール納め/担任体育指導/徒歩遠足@潮田公園(3,4,
5歳児)/徒歩遠足@神社公園(1,2歳児)

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

P’Sスマイル保育園_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：いちご、収穫：さつまいも、アップ
計画 ルミント、レモングラス

収穫：ブロッコリー、食用菊

収穫：ほうれん草

農業 収穫：大根
計画

収穫：人参

収穫：いちご

01日

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

01日 元日 年末年始休園

担任体育指導

担任体育指導

02日

担任体育指導

担任音楽指導

02日 元日 振替休日 年末年始休園

移動保育@鶴見どろんこ/担任のびのび指導

移動保育@鶴見どろんこ/担任のびのび指導

03日 商店街ツアー@生麦海水魚センター

文化の日

03日 年末年始休園

伝承行事(立春)/担任音楽指導

担任音楽指導

04日 シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

担任音楽指導/異文化交流(ブラジル（ブラジルのあ
いさつと音楽交流）)

04日 担任体育指導

05日 担任体育指導

商店街ツアー@押田豆腐店

05日 移動保育@鶴見どろんこ/担任のびのび指導

06日 担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

06日 担任音楽指導

商店街ツアー@鶴見警察署

商店街ツアー@草木花屋ルンビ二

07日 担任音楽指導

商店街ツアー@おじいちゃんのパン工場

担任体育指導

07日

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ

08日

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(薪集め・焚火準備
)

青空保育@潮鶴橋公園/担任のびのび指導

08日

担任体育指導

担任体育指導

09日

担任体育指導

担任音楽指導

09日 成人の日

担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

青空保育@潮鶴橋公園/担任のびのび指導

10日 スポーツの日

歯科健診/担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

シニア交流@鶴見中央地域ケアプラザ/銭湯（徒
10日 歩）@潮田湯

園会議/担任音楽指導

園会議/担任音楽指導

11日 銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(芋掘り体験)

園会議/情報セキュリティチェック/担任音楽指導

11日 担任体育指導

建国記念の日

卒園式

12日 担任体育指導

商店街ツアー@横浜醤油株式会社

12日 青空保育@潮鶴橋公園/担任のびのび指導

13日 担任のびのび指導/青空保育@潮鶴橋公園

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(木の実拾い)

13日 写真販売/担任音楽指導/園会議

商店街ツアー@横浜市営バス

商店街ツアー@丸山農園

銭湯（バス）@潮田湯/表現する体験(描画・造形活
動)
避難訓練/写真販売/徒歩遠足@花月園公園(1,2歳児)
/徒歩遠足@みその公園「横溝屋敷」(3,4,5歳児)/担
任体育指導

銭湯（バス）@潮田湯/表現する体験(描画・造形活
動)

担任のびのび指導

担任のびのび指導

担任音楽指導

担任音楽指導

避難訓練/写真販売/人権チェック/園会議/担任
14日 音楽指導

商店街ツアー@小堀産業

担任体育指導

14日 避難訓練

15日 運動会

総合避難訓練/写真販売

15日

16日

徒歩遠足@潮田公園(1,2歳児)/担任体育指導/徒歩遠
足@片倉うさぎ山プレイパーク(3,4,5歳児)

徒歩遠足@鶴見の土手(1,2歳児)/避難訓練/写真販売
/担任のびのび指導/バス遠足@晴・雨：小泉麹屋(3,
4,5歳児)
担任音楽指導/園会議/食育体験(豆腐作り)

16日 商店街ツアー@鶴見神社

17日 商店街ツアー@鮮魚神高

担任のびのび指導/内科健診

17日

18日

身体測定/担任音楽指導/保護者懇談会

徒歩遠足@川崎大師(4,5歳児)/徒歩遠足@潮田
18日 公園(1,2,3歳児)/担任体育指導

銭湯（バス）@潮田湯/自然体験(氷作りと氷遊
び)

避難訓練/写真販売/担任体育指導/徒歩遠足@夢見ヶ
崎公園(3,4,5歳児)/徒歩遠足@入船公園(1,2歳児)

生活発表会

徒歩遠足@潮鶴橋公園(1,2歳児)/担任体育指導/
19日 徒歩遠足@三ツ池公園(3,4,5歳児)

商店街ツアー@セブンイレブン

19日 担任のびのび指導

20日 担任のびのび指導/身体測定/伝承行事(神嘗祭)

身体測定

20日 身体測定/担任音楽指導

身体測定/商店街ツアー@鶴見警察署鶴見駅前交番

身体測定/商店街ツアー@鶴見園芸

担任体育指導

21日

自然体験(春の花を探そう)

春分の日

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ/伝承行
事(冬至)

22日

担任体育指導

自然体験(春の若草土手滑り)/担任体育指導

表現する体験(歌や劇遊び、製作)/担任音楽指導

23日 商店街ツアー@魚の北辰

天皇誕生日

移動保育@鶴見どろんこ/担任のびのび指導

担任音楽指導/食育体験(味噌作り)

食育体験(さくら餅づくり)/担任音楽指導

商店街ツアー@潮田幼稚園

商店街ツアー@Zoff

21日 担任音楽指導

商店街ツアー@横浜銀行

22日
23日

勤労感謝の日

24日 商店街ツアー@沖縄物産店いじゅん

担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ

24日

25日

食育体験(うどん作り)/不審者侵入訓練/担任音楽指
導/保護者懇談会

25日 担任体育指導

26日 担任体育指導

商店街ツアー@森永工場

担任音楽指導/食育体験(魚の解体・ぶり大根を
27日 味わう)

27日 担任のびのび指導/移動保育@鶴見どろんこ
28日 担任音楽指導/食育体験(給食作り)

商店街ツアー@ヤマト運輸

29日
30日
31日 商店街ツアー@島のれん

26日 移動保育@鶴見どろんこ/担任のびのび指導

担任体育指導

担任体育指導

28日

年末年始休園

29日

担任体育指導

年末年始休園

30日 商店街ツアー@資源循環局鶴見工場

担任のびのび指導

年末年始休園

31日

担任音楽指導

