
2020 年度 年間行事予定 
２０２０．３．２３ 札幌はこぶね保育園 

４ 
 
月 

1 日(水) 入園式 

11 日(土)  職員会議(午後協力日) 

16 日(木) 誕生会 

17 日(金) クラス懇談会 夜(年長) 

24 日(金) クラス懇談会 夜(こぐま) 

11 
 
月 

14 日(土) 発表会/職員会議(午後協力日) 

19 日(木) 収穫感謝・誕生会 

17 日(火)〜25 日(水) 個人懇談会(年長) 

12 
 
月 

1 日(火)  開園記念日(36 周年) 

初旬(水)  神愛園クリスマス(年長組) 

9 日(水)  乱拍子鑑賞 

10 日(木) 誕生会 

18 日(金) クリスマス礼拝(しか•こぐま•年長) 

25 日(金) Santa Claus 来園 

29 日(火)〜1/3(日) 年末年始休園 

５ 
 
月 

14 日(木) クラス懇談会(しか) 

15 日(金)  クラス懇談会(りす) 

21 日(木) 誕生会 

19 日(火)  クラス懇談会(こりす) 

20 日(水) 遠足(しか) 代替日 28 日(木) 

26 日(火) 登山(こぐま)代替日 6/3 日(水) 

６ 
 
月 

2 日(火)  クラス懇談会(うさぎ) 

4 日(木)  歯科検診 

9 日(火) 遠足(りす) 代替日 16 日(火) 

11 日(木) 登山(年長)代替日 17 日(水) 

13 日(土) 職員会議(午後協力日) 

18 日(木) 誕生会 

 

１ 
 
月 

4 日(月) 保育始め 

初 旬    門付け 

16 日(土) お正月遊び/職員会議(午後協力日) 

19 日(火) そり遠足(しか・こぐま)  

代替日 28 日(木) 

21 日(木) 誕生会 

26 日(火) 冬山登山(年長)代替日 2/2 日(火) 

７ 
月 

3 日(金)  合宿説明会(こぐま・年長) 

16 日(木) 誕生会 

17 日(金)〜18 日(土)合宿(こぐま・年長)  

28日(火) カニ釣り(年長)代替日30日(木) 

８ 
 
月 

6 日(木) 誕生会 

13(木)14(金)15(土)夏季家庭保育協力日 

22 日(土) 夏まつり•バザー 

(午前職員会議協力日) 

２ 
 
月 

3 日(水) 節分 

5 日(金) クラス懇談会 夜(年長) 

9 日(火) 動物園遠足(しか・こぐま) 

             代替日 17 日(水) 

13 日(土) 職員会議(午後協力日) 

16 日(火) 動物園遠足(りす)代替日 25 日(木) 

18 日(木) 誕生会 

19 日(金)〜20 日(土) 年長卒園合宿(年長) 

24 日(水) クラス懇談会(りす) 

25 日(木)  クラス懇談会(こりす) 

26 日(金)  クラス懇談会(しか) 

26 日(金) クラス懇談会 夜(こぐま) 

９ 
月 

12 日(土) 運動会(北九条小学校) 

17 日(木) 誕生会 

24 日(木) 登山(しか)代替日 29 日(火) 

25 日(金)遠足(りす)代替日 30 日(水) 

10 
 
月 

1 日(木) 味覚祭り 

6 日(火) 登山(年長)代替日 13 日(火) 

8 日(木)  登山(こぐま)代替日 14 日(水) 

10 日(土) 職員会議(午後協力日) 

15 日(木) 誕生会 

2 日(金)〜9 日(金)個人懇談(しか・こぐま) 

12 日(月)〜19 日(月)個人懇談(こりす) 

20 日(火)〜27 日(火)個人懇談(りす) 

３ 
 
月 

2 日(火) 保育参観・クラス懇談会(うさぎ) 

3 日(水) ひな祭り・誕生会 

20 日(土) 第 37 回卒園式（春分の日） 

25 日(木) 卒園・進級お祝い会 

27 日(土) 年度末保育総括会議(終日協力日) 

31 日(水) 新年度準備(終日協力日) 

 
・ 保育参観はいつでも可能ですが、事前に担任までお申し出ください。 

・ 健康診断(第 2 火曜)園医 加藤 良久先生 

（偶数月：うさぎ・こりす・りす 奇数月：うさぎ・しか・こぐま・年長） 

・ 老人ホーム神愛園訪問(およそ月 1 回・年長組が交代で訪問します) 

・ 年長プール学習(月 1〜2 回・第 2・4 水曜日) 

・ 避難訓練毎月 第 4 木曜日（月によって若干の変更があります） 

・ 子育て支援グループ「ふねっこ」6〜2 月までの月 2 回 

・ 個人懇談期間は、各クラスとも土曜日曜休日を除きます。 

・ 家庭訪問は、必要に応じて 4〜12 月までに行います。 


