
午後ご利用の方

★★★　３月２９日（水）・３１日（金）・４月３日（月）は、午後ご利用の方はお休みです。
★★★　３月２７日（月）・３０日（木）・４月５日（水）は、午前ご利用の方はお休みです。

★★★　３月３１日（金）・４月５日（水）は、小学校３年生～中学生の方はお休みです。
★★★　３月３０日（木）・４月３日（月）は、小学校１・２年生の方はお休みです。

♪♪ 春休みのプログラム ♪♪

★★★　高の原イオンの時は外食しますのでお弁当はいりません。それ以外はお弁当持参です。

ドリーム２１

３月３１日（金）
４月 ３日（月）
３月２７日（月）
３月３０日（木）
４月 ５日（水）

３月３１日（金）
４月 ５日（水）
３月３０日（木）
４月 ３日（月）

高の原イオン ２，０００円
（参加費）

３月２９日（水）午前ご利用の方【児童発達支援】

【放課後等ディサービス】

　 ２００円

３，５００円
　 ２００円

クッキング・お散歩
段ボール迷路をつくろう

生駒山上遊園地
クッキング・お散歩
段ボール迷路をつくろう

２，０００円
２，０００円
２，０００円
２，０００円

お買いもの　高の原イオン

ドリーム２１
お買い物　高の原イオン

　まだまだ、冬本番ですね！  昨年、柚子をたくさん頂いたので、 初めて 「柚子ジャム」作りに挑戦しました。

小学校３年生～中学生

小学校１・２年生

　　名前をご記入して頂き、ジッパー袋等に貼ってお持ちください

　　（すでにご用意して下さっている方には、宿題袋のシールは配布していませんので、

　　　必要な方はお申し出ください）

　参加ご希望される方は　利用希望届に○をご記入の上、提出下さいますよう宜しくお願いいたします。
参加ご希望の方には、後日詳細をお渡しいたします。

【職員からの一言】　　　放課後等ディサービス担当 ； 田口　りつ子

今年は、「 初めて ・ 始めて 」という挑戦や経験を１つでも多く増やしていきたいと思っています。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　 土曜日は  １２；３０～１６；３０

　　　　　　　❤ 児童発達支援・放課後等ディサービス 共に お弁当を持って来てください

　　　　　　　　　　放課後等ディサービスの方は、３月２９日（水）クッキングの為 お弁当は不要です

　　　　　　　❤ 児童発達をご利用の方は、歯ブラシ・コップも持って来てください

　　　　　　　❤ 春休みの期間は、送迎ご希望の方々が増えると思いますので、

　　　　　　　　送迎できる方はご協力宜しくお願いします

★　３月の言語療法　Ａグループ　１１日　・　Ｂグループ　２５日　です

★　放課後等ディサービスご利用の方には、宿題袋のシールをお渡ししていますので、

言語療法６月よりクラスを増やしますので利用されたい方はスタッフに申し込んでください。

３月号
Ｎｏ．５１　平成２９年 ２月１３日発行

寒い日が続いていますが、のんたんの室内は子どもたちの元気な声と笑い声に溢れ、不思議と寒さを忘れてしまうほど
子どもたちの熱気でいっぱいです。
春休みお出かけ等プログラムを計画いたしましたので、多数のご参加お待ちしております。また、寒さや乾燥が気になる時期
でもありますので、風邪やインフルエンザの予防に手洗い・うがいをしっかりとご家庭でもして頂きますよう宜しくお願いします。

★　春休みの利用時間　３月２７日（月）～４月５日（水）

　　　　　　児童発達支援・放課後ディサービス 共に　１１；００～１６；００

のんたん通信
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　　２９日・３１日・４月３日は、午前ご利用の方のみのご利用
　　２７日・３０日・４月５日は、午後ご利用の方のみのご利用

【造　形】　永澤先生　午後

【クリーン作戦】

　　のんたんの近くの

　　ゴミ拾いをしました。

　　　　楽器の名前を知り、歌や音楽に 　　　　　　　１/７（土）

午前利用の方 4/4 午後利用の方

　段ボールで 　段ボールで

　　迷路をつくろう 　　迷路をつくろう

＊利用される人数や時間によって、プログラムを変更する事があります。

【モンテッソーリ】 【運動遊び】 午前

　　月曜日； 水耕栽培・一年間のふり返り 　　★線上あそび

　　木曜日； 好きなモンテッソーリ教材を自分で 　　　　 平均台の上を落ちないように

　　　午前 ； 新聞紙で棒とボールを作り

　　　午前 ； ちぎったり、こねたりして食べ物を 　　　　　　　 転がしてみよう

土

★３月２７日（月）～４月５日（水） ; １１時～１６時　　★土曜日 ; １２時３０分～１７時

（午後）絵本広場 集団遊び （午後）体　操

（午後）集団遊び

クリーン作戦

集団遊び

（午前）工　作

（午後）造　形

言語療法

　　　　（Ａグループ）

大型遊具で遊ぼう

発達支援 ３月のプログラム

月 火 水 木 金

（午前）集団遊び

7 （午後）ポケット

（午前）感覚遊び モンテッソーリ （午前）運動遊び

（午後）ポケット

モンテッソーリ

（午前・午後）

モンテッソーリ

集団遊び・ポケット

14（午前・午後） （午後）ポケット ポケット

21 （午後）ポケット 言語療法

（午前）感覚遊び

20

モンテッソーリ （午前）音楽遊び モンテッソーリ （午前）集団遊び お出かけ

集団遊び・ポケット （午後）音　楽 集団遊び （午後）モンテッソーリ 　　近隣公園

　生駒山上遊園地

午後利用の方 28

お出かけ

モンテッソーリ 　　　　（Ｂグループ）

（午後）感覚遊び 集団遊び 大型遊具で遊ぼう

（午前）運動遊び

（午後）体　操

午前利用の方 午後利用の方

お出かけ 　クッキング 　クッキング

　　高の原イオン 　お散歩 　お散歩

お出かけ

　　近隣公園

午前利用の方

　　　午後 ； ままごとセットの包丁で切ってみよう 　　　　　　　一緒に転がして入れよう

　　　　　　　 選び、遊ぼう 　　　　 歩いて、最後はジャンプをしよう

【集団遊び】
【感覚遊び】 　　★ボール転がしあそび

　　　　　　　 イメージしてお弁当を作ってみよう 　　　午後 ； 指示された色ボールをお友だちと

【体　操】　中山先生　午後

　★跳び箱にチャレンジしてみよう 　　　　★カルタ作り　その③

　　　　　　　持ち物；汚れてもよい服

　　　　　　　材料費；100円

　　　　跳び箱に慣れよう　

　　　  合わせて鳴らしてみよう

【音楽遊び】　午前

　　★楽器を鳴らしてみよう

　　　　　　　 好きな形を作ってみよう

　　★紙粘土あそび



1 2 3 4

6 8 9 10 11

13 15 16 17 18

22 23 24 25

27 29 30 31 4/1

4/3 4/5

放課後ディサービス  ３月のプログラム

月 火 水 木 金

モンテッソーリ

ポケット

絵本広場 モンテッソーリ

ポケット

モンテッソーリ

集団遊び

ポケット

モンテッソーリ

集団遊び

造　形

14

土

★３月２７日（月）～４月５日（水） ; １１時～１６時　　★土曜日 ; １２時３０分～１７時

体　操

集団遊び

集団遊び

集団遊び 　　近隣公園

7 ポケット

クリーン作戦

言語療法

　　　　（Ａグループ）

大型遊具で遊ぼう

ポケット ポケット

（Ａ・Ｂ）

　　　　（Ｂグループ）

（Ｂ）英　語 集団遊び 大型遊具で遊ぼう

　　 音　楽

モンテッソーリ モンテッソーリ お出かけ

　　実際に、お店に行ってお買い物をしてみよう 　　ゲットしてみよう

（Ａ）お出かけ

　　ドリーム２１ 　　ドリーム２１

お出かけ

　　近隣公園

　　３０日・４月３日は、小学３年生～中学生にみのご利用
　　３１日・４月５日は、小学１・２年生のみのご利用

集団遊び

　★跳び箱を跳んでみよう

　　　しっかり手をついて、跳び箱を楽しむ

　　　　　　持ち物；汚れてもよい服

　　　　　　材料費；100円

【造　形】　永澤先生

　★カルタ作り　その③

　　　　　　　　１/２１（土）

　　　　みんなでダンスをして

　　　　楽しみました。

【体　操】　中山先生

　　【お出かけ】

　　　炒めてみよう 　　　描いてみよう

28

モンテッソーリ

　　じゃんけん　「チョキ」 をしっかりだしてみよう

　★お金を使って、お買い物遊びをしよう 　　じゃんけんをして、首飾りをいっぱい

集団遊び

ポケット

4/4

（Ｂ）お出かけ

＊利用される人数や時間によって、プログラムを変更する事があります。

【モンテッソーリ】

【クッキング】　29日（水） 【感覚遊び】　小学１．２年生　　２２日（水）

　★焼きそば 　★指絵

　　　材料を包丁で切ってみよう 　　　指先に絵の具をつけて、好きな絵を

　　　　　持ち物 ； エプロン　　材料費 ； ３００円 　　　　　　持ち物 ； 汚れてもよい服

【集団遊び】
 ★ 王様じゃんけん

　　　　奈良ファミリーの屋上で

　★服をきれいにたたみ、片付けよう

　★公園の掃除をしよう・・ゴミ拾いをし、きれいにしてみよう

20

（Ａ） 小学１・２年生　　（Ｂ） 小学３年生～中学生

モンテッソーリ

（Ａ・Ｂ） （Ｂ）お買い物 （Ａ）お買い物

　　 クッキング 　　高の原イオン 　　高の原イオン

21 ポケット 言語療法

（Ａ）感覚遊び 体　操


