令和4年度 年間行事予定 ころりん村幼児園
R.4.4.9
４月

５月

６月

７月

9 (土) 入園式
11 (月) 始業式
12 (火) きじ組父母会

2 (月) 一日保育開始

4 (土) 入園説明会

6/30(木)

7 (土) 親子遠足(レクセン)

9 (木) プール開き

13 (水) はと組父母会
14（木） ひよこ組父母会
家庭訪問
15（金）

9 (月) 代休

15 (水) きじ組父母会

7/1(金)
5 (火) 発育測定
6 (水) 半日保育開始

17 (火) 発育測定

16 (木） お誕生日会

19 (木) お誕生日会

17 (金) 園庭開放

24 (火) 緊急引き取り訓練

19 (日) 創立記念日

27(金) 園庭開放

20 (月) 避難訓練

(15,18)

18（月）

19 (火) 発育測定
21（木） お誕生日会

（雨天順延8日）

14（火） 発育測定

30 (木)

25（月） 避難訓練

お泊まり会

〃

お泊まり会

はと組父母会

7 (木) ひよこ組父母会
〃
お誕生日会

８月

15 (月)
↓

９月

2 (金) 始業式
夏期保育

5 (月) 一日保育開始

19 (金)

10 (土) 入園説明会

16 (火) 発育測定

13 (火) 発育測定

18 (木) お誕生日会

15 (木) お誕生日会

19 (金) 避難訓練

16 (金) 園庭開放
20 (火) 避難訓練

8 (金) 園庭開放
8 (金)
個人面談
12 (火)

7/1(金)

(8,11,12)
11 (月) 避難訓練
13 (水) プール納め
14 (木) 終了式
15 (金) お楽しみ会
17 (日) 卒園児会

１０月

１１月

１２月

1 (土) 都民の日(休園)

1 (火) レクセン

2 (金) きじ演芸会

5 (水) 一日保育

5 (土) 親子遠足(花木園)

6 (火) 半日保育開始

7 (金) 半日保育
8 (土) 運動会
11(火) 代休
(雨天順延9,10,15日)
(代休 11日(15日開催の場合17
日))

（雨天順延6日）
7 (月) 代休

〃

きじ組父母会

〃

発育測定

１月

6 (金) 始業式

２月

３月

3 (金) 節分

3 (金) ひな祭（一日保育）

10 (火) 一日保育開始

4 (土) 一日入園

6 (月) 半日保育開始

〃 発育測定

7 (火) 発育測定

12 (木) お誕生日会

9 (木) お誕生日会

〃

ひよこ組父母会

7 (火) はと組父母会

12 (土) 新入園児面接

8 (木) クリスマス会（一日保育） 13 (金) 園庭開放

10 (金) 園庭開放

15 (火) 発育測定

9 (金) はと組父母会

16 (月) 避難訓練

13 (月) 避難訓練

8 (水) きじ組父母会

19 (木) おもちつき

21 (火) 半日保育

9 (木) お誕生日会

27 (金) 卒園遠足

22 (水) 一日保育

9 (木)

個人面談

24 (金) はと・ひよこ演芸会

13 (月)

(9,10,13)

17 (木) お誕生日会

18（火） 発育測定

18 (金) 園庭開放

20 (木) お誕生日会

21 (月) 避難訓練

〃

お誕生日会

12 (月) ひよこ組父母会
〃

避難訓練

（雨天順延 1/31,2/2）

〃

発育測定

21 (金） レクセン

13 (火) 園庭開放

13 (月) 避難訓練

22 (土） 入園説明会

13 (火)

17 (金) 終了式・お別れ会

24 (月) 避難訓練

15 (木)

28 (金) 園庭開放

16(金) 終了式

個人面談
(13,14,15,)

18 (土) 卒園式

