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英語・絵本広場・体操・造形・音楽等の専門の先生に来ていただいているプログラムにつきましても

お休みさせていただきます。

お出かけに関しての費用は、当日 回収させていただきますので、ご用意お願いいたします。

クッキングの費用は、従来通り、後日請求させていただきます。

（別紙、お手紙をご覧ください）

夏休み期間中、利用者が多くなりますので、基本的に学年別で利用日を決めさせていただいています。

ただし学年別以外で利用日のある方は遠慮なくご相談ください。

★ 熱中症対策に、こまめに水分補給をしていきますので、大きいめの水筒・予備の水分を

　ご用意ください。のんたんでもペットボトルのお茶をご用意しておりますが、１本５０円となります。 

夏休みの利用時間　７ 月 ２１ 日 （金） ～ ８ 月 ３１ 日 （木）
（夏休みプログラムとなります）

　　　　児童発達支援　　　　　月・水・金・土
　　　　　　　　  午前の部  10:00～14:00
　　　　　　　　  午後の部　14:00～17:30
　　　　　　　 　   土曜日   11:00～16:00

　　放課後等ディサ-ビス　　　月～土　   １１：００～１６：００

ポケット・言語療法は夏休み期間はお休みします。

　後日おやつ代と共に請求させて頂きますのでご了承ください。

★ お出かけする日もありますので、帽子をご用意ください。

児童発達支援ご利用の方

  水筒は首から下げれるように 紐をつけてください。

　➟ 午前の利用の方はお弁当・歯ブラシ＆コップを持って来てください。

　➟ 夏休み期間中、のんたん２階のベランダでプール遊びをしますので、

　　　濡れても良い服又は水着・タオルのご用意をお願いします。（月・金・土）

　➟ 暑くなってきましたので、着替えを持ってきてください。

午前利用の方は、 7/27 ・ 8/30　お休みとなります。
午後利用の方は、 8/23　お休みとなります。

７・８月号
Ｎｏ．５５　平成２９年 ６月１２日発行

　あっという間に春が過ぎ去り、季節は梅雨に、夏へ移り変わってきました。気候や昼夜の温度変化がありますので、

体調管理に気をつけながら今月も楽しく過ごしていきたいと思います。

　のんたんでは、夏休み期間中、子どもたちに楽しんでもらえるようなプログラムを取り入れていますので、一緒に

夏休みの思い出を１つでも多く作れたらと思っています。ご参加お待ちしています（*^_^*）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏休み期間は、夏休みプログラムとなります。

のんたん通信



基本的生活習慣の中の日常的な生活習慣として挨拶をまず取り上げ推進しています。

又同時に’一人ひとりの強みを伸ばす’為に個別支援計画の内容を職員が具体的に話し合い
支援に生かしていくための取り組みをしています。
子供たちのちよっとした変化に気づいていただけたら嬉しいです。

お盆休み　　　　８月１１日（金）～１５日（火）　お休みさせていただきます

　　　　★ 7月・8月の利用届の提出〆切は 6月23日となっておりますので、よろしくお願いします。

　　 小学４年生 ～  中学生　　 ・・・ 月・火・木・土　の利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（火曜日はお出かけ）

*のんたんでは、送迎の充実と安全確保の為に、送迎のみのスタッフを現在１名から5名に増やし
 学校やご家庭の送迎を従来の職員と送迎スタッフでさせていただきます。又送迎の際は名札を
 つけていますのでよろしくお願いします。
*送迎スタッフは全員が男性ですのでご都合の悪い方は事前にのんたんの方迄ご連絡ください。
*送迎の時間に関しましては、ご希望の時間にさせていただくようにはしていますができない場合もあります。
 特に学校等のお迎えの時間はご希望の時間にいけない時があります。その際は事前に連絡入れます
 のでご協力お願いします。

放課後等ディサービスご利用の方

　➟ 小学１年生 ～ 小学３年生 ・・・ 月・水・金・土　の利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金曜日はお出かけ）

　➟ お弁当を持って来てください。

　　　　８月１６日(水）・１７日（木）は クッキングの為、お弁当はいりません。

　➟土曜日は、のんたん２階のベランダでプール遊びをする日もありますので、

　　　濡れても良い服又は水着・タオルのご用意をお願いします。

　➟ 暑くなってきましたので、着替え。タオルを持ってきてください。

　➟ 持ち物に、再度　お名前が書かれているか確認宜しくお願いします。

　➟ 午前中に夏休みの宿題をしますので、宿題袋に入れて持ってきてください。

　　　　（宿題袋のシールが無い方は、遠慮なくお申し付けくださいね。）

職員がいろいろな気づきを感じてきています。

 ～ 送迎のお知らせ ～

*のんたんでの子供たちの様子や連絡等がありましたら連絡帳又は直接のんたんにお電話ください。
　送迎スタッフで対応できない場合がありますので宜しくお願い致します。

のんたんの目的の一つ「生きる力を育てる」取り組みを今年度は重点的に職員全員で4月から始めています。
取り組みは基本的な生活習慣を身に着ける事と、ひとり一人の強みを伸ばす二つです。

４月５月の結果、なかなか挨拶ができなかった子供たちも少しづつではありますが出来る様になってきました。
又できない子供たちには、どうしたらできるようになるのか会議の中で振り返り、話し合いをする事によって

6月は「挨拶したりされたりしたら’嬉しい’事を伝えよう
　　　　　挨拶を言われたら挨拶を返すように声掛けしょう
　　　　　挨拶のできる子はお友達にも言ってみよう
　　　　　挨拶の時には体、表情もみよう
この４つを重点的に取り組んでいます。

～ 「生きる力を育てる」取り組み ～
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　　　　　　　　材料費 : ３５０円　（後日請求）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　午後 : つま先ジャンプをしてみよう 　　　　　音に合わせて、体を動かしてみよう

　　　　　　　持ち物 : 汚れてもよい服

【運動遊び】　中山先生 ７・２１日(金）午後

【音　楽】　喜多野先生 １９日（水）午後 　　　　　　色砂に植物を植えよう

【絵本広場】　加藤先生 １２日(水）午後 【造　形】　永澤先生 ５日（水）午後

　　★ テラリュウム

（A）ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ

（B）ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ・集団遊び

17
　　　海の日

午後利用の方

西部生涯センター

プール

【モンテッソーリ】 【感覚遊び】　　材料費 : ５０円　（後日請求）

モンテッソーリ

（Ａ） 午前ご利用の方　　　　（Ｂ）午後ご利用の方

＊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。

【お出かけ】　午後利用の方　７月２7日（木）　西部生涯ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　プール 　参加費　1500円（未定）

又は、公園

午前・午後 　夏休み期間 ７月２１日～８月３１日のご利用時間
　　　月・水・金　 午前利用の方 10：00～14：00　午後利用の方 14：00～17：30
   　 土　 全員　　１１：００～１６：００

（B）音　楽

午前・午後

（A）運動遊び お出かけ

（B）運動遊び

（B）ポケット

（B）ポケット 4 6

（A）ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ （A）工　作

（B）ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ・集団遊び （B）造　形

大型遊具で遊ぼう

　　午前 :  カメ・ウサギの動きをしてみよう 　　　　★ 季節の歌をうたおう

【運動遊び】　

　　★ ピンクタワー 　　午前 :  片栗粉遊び　水を入れてみよう

　　午前 : 指先を使って、順番に積み上げてみよう 　　　　　少しずつ水を入れると、どうなるかな？

　　午後 : 水平に並び変えてみよう

　　　　　手の上に氷をのせると・・溶けた氷に

　　　　　片栗粉を少しずつ入れると・・・？

　　午後 :　片栗粉と氷遊び

【集団遊び】

　　　織姫・彦星に顔を描いてみよう

　　　紙皿にのりで貼ってみよう

（B）集団遊び

18 20 全　員

（A）音楽遊び

11 13 言語療法

（A）感覚遊び （A）集団遊び 大型遊具で遊ぼう

（B）絵本広場

金 土

言語療法

発達支援 　７月のプログラム

月 火 水 木

午前・午後

集団遊び のんたんプール遊び

運動遊び

　　午前 : 名前を呼ばれたら乗ってみよう 【工　作】　午前　材料費 : １００円 （後日請求）

　　午後 : 駅を作って電車に乗ってみよう 　　★ 七夕飾りを作ろう

　　★ 電車ごっこ遊び

25 午前・午後

のんたんプール遊び 感覚遊び

　　★ 跳躍・支持運動 　　【音楽遊び】　午前

利用時間　　１１：００～１６：００

★ 詳細は　後日お手紙にてお知らせいたします。　参加希望の方は利用届けに○を付けてください

のんたんプール遊び

モンテッソーリ

言語療法

大型遊具で遊ぼう
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　　　　持ち物 : 汚れてもよい服

　　　　材料費 : ４００円　（後日請求） 【運動遊び】　中山先生　７・２１日（金）

【造　形】　永澤先生　５日（水） 【絵本広場】　加藤先生　１２日（水）

　★ テラリュウム　

　　　　色砂に植物を植えよう 【音　楽】　喜多野先生　１９日（水）　小学１年生～３年生

　★ 折り紙 　★ かき氷

　　　　多種の色を使って、本を見て折ってみよう 　　　　氷を削って、シロップをかけて楽しもう

　★ 七夕の飾り付けをしよう 　　　持ち物 ； エプロン　材料費 ; ２００円 （後日請求）

　　　　ゼリーをクラッシュしてみよう

　　　持ち物 ； エプロン　材料費 ; ２００円 （後日請求）

【創 作】　 【クッキング】　全員　２４日（月）

全　員   夏休み期間 ７月２１日～８月３１日のご利用時間
       　　　　　 小学１年生～３年生  　月・水・金・土　１１：００～１６：００
       　　　　　小学４年生～中学生　　月・火・木・土　１１：００～１６：００

　　　　＊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。

【お出かけ】　小学１～３年生　７月２８日（金）　西部生涯ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　プール　参加費　８００円（未定）

　　　　　小学４年生～中学生　７月２５日（火）　西部生涯ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　プール　参加費　８００円（未定）

★ 詳細は　後日お手紙にてお知らせいたします。　参加希望の方は利用届けに○を付けてください

（かき氷） プール （米粉） （米粉） プール 又は、公園

ＤＶＤ観賞会

クッキング 西部生涯センター 感覚遊び 感覚遊び 西部生涯センター のんたんプール遊び

全　員 小学４年～中学生 小学１～３年生 小学４年～中学生 小学１～３年生 全　員

大型遊具で遊ぼう

（小学４～中学）クッキング

運動遊び 大型遊具で遊ぼう

１７
　　　海の日

小学１・２年ポケット 小学３年～ポケット 小学１年～３年 言語療法

創　作 （小学１～３年）音楽　 集団遊び 運動遊び

小学３～ポケット 小学１・２年ポケット 小学３年～ポケット

集団遊び 創　作 絵本広場 集団遊び

集団遊び 創　作 造　形 集団遊び

放課後ディサービス  ７月のプログラム

　　　　　　　小学４年生～中学生　２７日（木）　 　★ サイダーゼリー

　★　色の米粉を混ぜると、何色になるかな？

　★ 柳沢プログラム　忍者になってみよう 　　★ 王様じゃんけんゲーム　

【運動遊び】　 【集団遊び】　

　★ 大型遊具 　　　　　勝ったら輪をもらおう

　★ 散歩 　　★ 魚釣りゲーム　何匹釣れるかな？　

【感覚遊び】　小学１・２・３年生　２６日（水） 【クッキング】　小学４年生～中学生　１９日（水）

のんたん

言語療法

防災訓練

小学３～ポケット 小学１・２年ポケット 小学３年～ポケット

大型遊具で遊ぼう

運動遊び お出かけ

言語療法

月 火 水 木 金 土
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発達支援 　８月のプログラム

　★ タイミングに合わせて体を動かそう

【集団遊び】 　　

　　★ 手遊び・わらべうた遊び 【体操

     午後 ： ハサミで線の上を切ってみよう 【音楽遊び】　

　★ リズムに合わせて体を動かそう

　　★ フラワーペーパーを手でちぎってみよう 　★ 氷あそび

     午前 ： ペットボトルに入れてみよう

　　牛乳パックや新聞紙など　色々な素材を使って遊ぼう。

【モンテッソーリ】 【感覚遊び】　

８月３0日 （木） 午後利用の方　　郡山市 金魚すくい　（のんたん車に乗って）　 1,000

★ 詳細は　後日お手紙にてお知らせいたします。　参加希望の方は利用届に○を付けてください

【創作遊び】

８月　５日 （土） 　全　員　　　　　　けいはんな公園　みず遊び

８月２3日 （水） 午前利用の方　　高の原イオン（のんたん車に乗って）　 2,000

金魚すくい

　夏休み期間 ７月２１日～８月３１日のご利用時間
   　　　月・水・金　 午前利用の方 10：00～14：00　午後利用の方 14：00～17：30
   　    8/5・8/19・8/23・8/30利用の方　　　　　１１：００～１６：００

＊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。

夏休みのお出かけ

場　　所 参加費（未定）

午前・午後 29 午後利用の方 31

のんたんプール遊び 郡山

モンテッソーリ

午前・午後 22 午前利用の方 24 午前・午後 26

のんたんプール遊び 高の原イオン 集団遊び

モンテッソーリ

14 15 午前・午後 17 午前・午後

音楽遊び 運動遊び のんたんプール遊び

又は、公園

水遊び

午前・午後 8 午前・午後 10 11 12

1 午前・午後 3 午前・午後

創作遊び 運動遊び けいはんな公園

のんたんプール遊び 感覚遊び

モンテッソーリ

月 火 水 木 金 土
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エプロン

  小学４年～中学生 　 １７日（木）

全　　員　 ２１日（月） かき氷 ２００ 円

　小学４年～中学生 １０日（木） パンづくり ５００ 円 エプロン

　小学１年～ ３年生 １６日（水）
カレーライス ５００ 円 エプロン

【クッキング】 材料費（後日請求） 持ち物

　小学１年～ ３年生  ９日（水） ポップコーン １００ 円 エプロン

　持ち物 : 汚れてもよい服　 　　　

【感覚遊び】　１日（火） 【創作】　２３日（水）・２４日（木）

　★ 吹き流し　ｽﾄﾛｰで絵具を吹いてみよう 　★ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水族館 　水の中で浮いたり沈んだり

８月　５日 （土） 　けいはんな公園　みず遊び

★ 詳細は　後日お手紙にてお知らせいたします。　参加希望の方は利用届に○を付けてください

８月２８日 （月）
　１泊２日 キャンプ　奈良市青少年野外活動センター 5,000 円

８月２９日 （火）

全　員

８月２２日 （火） 　ラウンドワン　ボーリング＆昼食 3,000

８月２６日 （土） 　ナイト 平城宮跡 天平七夕まつり　１７：００～２１：００の予定 1,000

８月　７日 （月） 　流しそうめん　奈良市青少年野外活動センター　 2,000

８月　８日 （火） 　平群町ウォーターパーク　プール

小学４年～中学生

８月　３日 （木） 　エディオン　１００円均一ショップ　 500

８月１８日 （金） 　平群町ウォーターパーク　プール

８月２５日 （金） 　ラウンドワン　ボーリング＆昼食 3,000

８月　２日 （水） 　エディオン　１００円均一ショップ　 500

８月　４日 （金） 　流しそうめん　奈良市青少年野外活動センター　 2,000

ＤＶＤ観賞会
  夏休み期間 ７月２１日～８月３１日のご利用時間
       　　　　　 　　　　  　小学１年生～３年生  　月・水・金・土　１１：００～１６：００
       　　　　　　　　　　  小学４年生～中学生　　月・火・木・土　１１：００～１６：００

夏休みのお出かけ

小学１～３年生 場　　所 参加費（未定）

小学４年～中学生 小学４年～中学生 小学１～３年生 小学４年～中学生

ＰＭ～　１泊２日　キャンプ のんたん のんたん

（野外活動センター） ＤＶＤ観賞会

（かき氷） （ラウンドワン） （ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水族館） （ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水族館） （ラウンドワン） 天平七夕まつり

クッキング ボーリング 創　作 創　作 ボーリング 平城宮跡 １７：００～

14 15 小学１～３年生 小学４年～中学生

（カレーライス） （カレーライス） プール 又は、公園

全　員 小学４年～中学生 小学１～３年生 小学４年～中学生 小学１～３年生 小学４年～中学生

小学１～３年生 全　員

クッキング クッキング 平群町ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ のんたんプール遊び

小学４年～中学生 小学４年～中学生 小学１～３年生 小学４年～中学生 11 12

野外活動センター 平群町ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ クッキング クッキング

（流しそうめん） プール （ポップコーン） （パ　ン）

（吹き流し） （流しそうめん） 水遊び

感覚遊び お買い物 お買い物 野外活動センター けいはんな公園

全　員 小学１～３年生 小学４年～中学生 小学１～３年生 全　員

月 火 水 木 金 土

放課後ディサービス  ８月のプログラム


