
平成27年度　　実施報告軽

日 1 �25 水 �4 �23 金 �5 ��26 月 �　6 国典　支保 ��128 水 �　7 体育∴∴∴圃研 ��26 土 � �� �123 ；火 �悪藷肘「俣言問11閏両誌轟謹話　2めぐ鷲器金字 
雷電 

2 �木 �★入園進級式 �土 �；言 ��；火 �発達紘勤倹前会 ��木 �支折り鮭 ��自 � ���水 �体育　図研金　　　　　月　　　支葵水棚　田研土 ����������� �圏葵 火尭逮捕助榛討含水体育…ポール大金）2 

3 �金 �3，4．5蔵身体測定 �日 � ��水 �体育　　　圏研 ��金 �3．4．5歳身体測定 ��月 �圃英 ���木 �3・備考鵠烹土諒黒帯瀧火 ������木　　　支駄目 ����� �　　　　電機鋤龍∴職会 水節分（豆まき〉支鯵木ひな祭り全史¢ �������3 

4 �土 � �月 火 � ��1木 �3．4．5載身体測定 　支ダンス 012鍍身体測定 ��土 �畠 ��火 水 �3．4．5鵠身体測定 5まずいかわり 鑓水、プ ���金 �　　　　　　　　ン　　　　体育　薗研 白　　水椚・i胴金　　月　　木靴醐支，・ンス食3・4・5越身体測定4 

5 �日 � �� ��金 �5織田外保粛 ��日 �01 �2歳身体測定 ��小一ル 0．1．2身測支プ 鑓水、プ ���土 �満月厳　　木3“4i5蔵身管主土★おゆつぎ金　串籠繍基金3・A5鏡身体測定土隷弼撼瀧5 

6 �月 � �水 � ��土 �；：‘ ��；月 �支葵 ��木 �li　－ル ���日 � �火 ��繋連接助機軸会 345鮭身体鞠瑳 �金0工2蔵身体測定　日 ��� �水 ��0．1．2繊身体測定 　　寒） ��土 � � � �；日 �6 

7 �火 �0．1．2鵠身体測定 �木 �3．4．5蔵鳥体測定 ��日 � ��火 �七夕 先達援助機前会 ��金 �鑓水小プール ���月 �0・1舶体豊水謹醐驚土高　話幾月　支美本遊離敬白 �������������� �：鵜6 　月0・1・2鮭書体潤定7 

8 �水 �先達練助模前会 体育　圃研 �金 �0工2鶴亀伏測定 ��月 �更英 ��水 �体育 ��土 � � �畠高 �火 �諾井部金木　細目　　　火3・4舶体駈金　　　月0－－・2紡体測定火　　支葵。 

9 �木 �交通安全教室 リーダー会 �土 � �高さ �火 � ��木 �0鮭児健康珍斯 2．3棲ダンス ��日 � ���水 �即す∴∴l金　月態難敵水嵩朗舶定土★お膳支車窓詰水柵曳航。 　支大土★遭謄支参火譜磐前会木器課目　水　木強お別れ軸，。 

10 �金 � �目 � ��水 �歯科桟診 体育∴∴∴鵬桧 ��金 �済生田会 ��月 �鑓水小プール 　　支プ ���木 

11 �土 �；轟 �月 �集遮鎮職域前金 　　重美 ��木 �4．5歳ダンス ��土 �「1∵ ��火 � ���金 �　　　　　　　　　　　ノ 強お楽しみ余　日　　　水緋∴∴車中生日食　月 �����������休青 木 ���金　　　　　　　　11 

12 �日 � �火 �会同保育桟前会 ��金 � ��日 � ��水 � ���土 � �結露 �月 �木器竺接受参　土 ���� �：亘る �・火合欝聖前会金　　　　土章　　　一2 

13 �月 �国英 �水 �体育　　　田研 ��土 �帯締 ��月 �薗l葵 ��木 � ���目 � �火避難柳鮭　　金　　　　　目 �������1．3ノ入 水体育　　土黒帯黒帯課目 ����������13 

14 �火 � �木 �支ケン入タッチ ��目 � ��火 �違競訓練 4．5蓋ダンス ��金 � ���月 �誤劃棚一叢水体育　　土詰　　…鞠月髄　　木　　　　目 ���������������吉33 　月　　14 

15 �水 �体育 �金 �2．3鐘 �シス �月 �田楽 ��水 �伏宙∴∴∴報命 ��土 � � �諒ib �火 �欝禁教金木諾諾緒割田　　火脚龍　金　支臨月給食機前会　火駁　支保，5 

16 �木 �噺大筋児強飯鯵断 0越児個展鯵断 �土 � �∴‘ �火 水 �蜜雛飢餓 保健衛生藍重合 ★倶青¢競315簾 ��木 金 �支大 ��日 � � � �水 �体育　　職合金 ����月絶食篭．高水体育　高士高　潮火藍繋水誓生馳、。 

17 �金 � �日 � ���体育　拭合金 �����月 �由美 ���木 �地域活動（ 0握児義教 �細）責● 蛤断 �土 �；瀧定火 ��保健衛生褒賞金 45まダンス �木灘 ���日 � � �水 �木 ����0雌即日船側胞職17 

18 �土 �雷電 �月 �飴食操討会 田糞 ��木 �0篭児鐘簾吟断 ��土 �★聾の集い更紗 ��火 �鑓水小プール 俣録競生蓋置会 ���金 �日 ���　　　　　　　　　　　　体育　噛全1．3簾タンス∴支大 棚水朋　電舎食各の集い支鯵月眼　暮葉木0食児越義勝断金艇生日食18 

19 �日 � �火 �霞膿聞継 僕種衛生垂貴会 ��金 � ��日 � ��水 �鑓水小プール 重櫨調練支プ ���土 �騨月悪業誤象木全国児億聖土大棚　火薗講会食箆攫史書土膏　，。 

20 �月 �ei糞 �水 �体育∴∴∴鵬会 ��土 �諦ii ��月 � ��木 �0亀児強震鯵断 ���日 � �　　　　　　　　　4．5継，ノス 火秋の純　金離日全　目　　水紳　士膏　冨田 �����������������20 

21 �火 �濃競調録 倶農衛生萎賞金 �木 �全曲児健簾鯵噺 　　支大 ��目 � ��火 � ��金 �3豊すいかわり ���月 � �　　　　　　　　　　　議会 水体育　輪土高　点詳論月　　抜本0蔵児儀簾鯵筋目 ������������� �一着0 　月 �� �蘭脚SSSお題的棚鮒　21 

22 �水 �田上的繊 体育i議会 �金 �塵生日会 ��月 �支葵 ��水 � ��土 � � �高論 �火 � �　　　　　　　　　　　支大 木簾黙朗自　　火欝等賃金金庫生日会　月リーグ一会　火入団的　22 

23 �木 � �土 � �主演 �火 �1．3鶴ダンス ��木 �保健衛生妻賃金 　支ダンス ��日 � ���水 � �金塵生白会　　月 ����細　水 ��ノス　土高　鳥火　賛美所水　越全く脚）23 

24 �金 �艇生日食 �日 � ��水 �体育 ��金 � ��月 �重美 ���木 �土詰　瀧津　　　は　瞭（午睡や）ロ ���������� �高畑 　水　“木　　　24 

25 �土 �；詰る �月 �友美 ��木 �真裏児戯・館食食 ��土‘ �高 ��火 � ���金 �臆生田会　　田 ���　　　　　　　　　　　快事 間脳醐棚開脚水諾鮒会　食　　月　支美津諾禁　金　　25 

28 �目 �曲調脚棚田9 �火 �保育穣 4．5越す �前会 ンえ �会 �塵生田会 ��白 � ��水 �保育接前会 　　成合 ���土 � �言訂月面糞 ���木支俣調．館食食土；、 ���；子藍火増強活動（軌小）節食　　　　　土★軸蓉　　26 

27 �月 �リーダー会 田糞 �水 �体育 ��土 � �；証 �月 �飴食檎前会 ��木 �4．5董すいかわり ���日 � �火4軸・ン入　金おゆう学会I）ハ‾サル白　　　　水体育　　土高畠高畠膏悪日　　　　27 

28 �火 �4．5はタンス �木 �★絹子遠足 ��日 �欄間 ��火 � ��金 �麗生田会 ���月 �支垂．輪食含水体育　　　土浩　　幸月　　　　木　　　　目 ������������� � �：l年 　月　　　28 

29 �水 � �金 � ��月 �圏違 ��水 � ��土； � � �諒滋 �火 �木船学会支¢　自　　　　火　　　　金　　　　月　　　　火　　　　29 

30 �木 � �土； � �；主演 �火 � ��木 �4盛すいか★〕り ��目 � ���水 �寵補，金　　　月眼　　水 ������� �　　　　圃壷支折り競 土高話諒話語℡　　　水　　　50 

31 �細 � �日 � ��書 � ��金 � ��月 � ���置 �土詳　言詳述〇　　　　本 ������� �日 �� �＿滋 　〇　　　本　　　31 

∴∴「÷：：∴∴∴「：：∴十十㌧言∴三一∴∴∴∴∵∴「∴∵∴∴∴∴－∴∴「二 
台風旗の鳩め∴∴∴∴※10鮎5脚能加ト※冊置イ／フ’しエノ棚∵書誌諾㌢∴競業、蒜霊交言霊嵩蕊書芸業器詰 （1二やけ一事庫的公田　無体育ちし　簾鑓水小学嘗鞍会iJlト母船　　難”3二法沈力油定　※お別れ逓烏実鎗なし　削／18劫舶別れ⇔ 

鵜′′123愈手洗い指導　　　鑓水高鳴間色見事（畦心　　　　　　　　　細楽しみ余業患乱　　　※9ノ・16田離粧　　　　剃0／30ハロウィン　　　鴻貞一10月速め金縁了まで3朗掃し 

一一昏睡」－一業
366


