
月 日 曜日 行 事 月 日 曜日 行 事 毎 月 の 主 な 行 事

1日 （水） 入園式　（通常保育） 3日 （土） 運動会
7日 （火） 尿検査（以上児） 5日 （月） 交通安全訓練
8日 （水） 避難訓練 14日 （水） 避難訓練
9日 （木） 内科健診（嘱託医　岡先生）ＰＭ2：00～ 15日 （木） 食育の日（ゆり組）

10日 （金） 見知り遠足・交通安全訓練 21日 （水） 職員会議
14日 （火） 歯科検診（嘱託医　那須先生）ＰＭ2：00～ 29日 （木） 誕生会
21日 （火） 職員会議
23日 （木） 誕生会　園内研修
25日 （土） 人吉市保育園連盟総会 2日 （月） 交通安全訓練

5日 （木） おじいちゃん・おばあちゃんふれあいデー
11日 （水） 避難訓練・消火訓練

1日 （金） 交通安全訓練 19日 （木） 誕生会
13日 （水） 避難訓練 25日 （水） 職員会議
25日 （月） 職員会議
28日 （木） 誕生会  　園内研修

1日 （月） 交通安全訓練 1日 （火） 交通安全訓練
3日 （水） 食育の日（さくら組） 2日 （水） 食育の日（ふじ組）
4日 （木） よい子の歯の集い 3日 （木） 避難訓練

10日 （水） 避難訓練 4日 （金） 誕生会
18日 （木） 誕生会  　園内研修 21日 （月） 職員会議
20日 （土） 人吉市保育園連盟保護者連絡協議会球技大会 26日 （土） クリスマス音楽会
25日 （木） 職員会議 29日 （火） 年末休み
26日 （金） 保育参観　講演会 30日 （水） 年末休み

31日 （木） 年末休み

1日 （水） 交通安全訓練
2日 （木） プール開き 2日 （土） 年始休み
8日 （水） 避難訓練 10日 （日） 幼年消防出初式（ゆり組）

12日 （火） 交通安全訓練
13日 （水） 避難訓練

21日 （火） 職員会議 14日 （木） 誕生会
30日 （木） 誕生会  　園内研修 25日 （月） 職員会議

3日 （月） 交通安全訓練 6日 （土） 生活発表会
5日 （水） 食育の日（ばら組） 8日 （月） 交通安全訓練

12日 （水） 避難訓練 10日 （水） 避難訓練
13日 （木） お盆（希望登園） 16日 （火） 食育の日（たんぽぽ組）
14日 （金） お盆（希望登園） 18日 （木） 誕生会
15日 （土） お盆（希望登園） 25日 （木） 職員会議
25日 （火） 職員会議 26日 （金） 在園児記念撮影
27日 （木） 誕生会  　園内研修

4日 （木） 誕生会  　園内研修
1日 （火） 交通安全訓練 10日 （水） 避難訓練
2日 （水） 食育の日（もも組） 12日 （金） お別れ遠足・交通安全訓練
3日 （木） 内科健診（嘱託医　岡先生） PM2:00～ 25日 （木） 職員会議
9日 （水） 避難訓練 27日 （土） 卒園式・修了式

10日 （木） 誕生会 29日 （月） 新年度準備（希望登園）
25日 （金） 職員会議 30日 （火） 新年度準備（希望登園）

31日 （水） 新年度準備（希望登園）
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※ゆり組親子旅行は、10月以降の予定です 行事は、変更する場合があります。各月の園だよりにてご確認下さい。

２月

３月

８月

○４月・・・見知り遠足
○5月・7月・8月・9月・・・

土曜日に１回を予定
○３月・・・お別れ遠足

☆主な準備物
リュックサック
お弁当
水とう
おやつ1個
ぬれおしぼり
ビニール袋
レジャーシート

交通ルールを学びます

誕生者には、園より冠・カードを

プレゼントします

※さくら・ふじ・ゆり組は、
ごはんはいりません。

米1合を持たせてください。
提出日は、連絡帳の黒表紙に
記載しています。ご確認下さい。

火災地震等から身を守り、命の
尊さを学びます

月１回測定します。
爪は、毎週月曜日に点検します

毎週水曜日

交通安全訓練

誕生会

避難訓練

身体測定

子育て相談日

手作りお弁当日


