
　

（迎え　9：30～10：00　送り　13：00～）

午後　　　月・水・木・金 13：00～16：00　

冬休み期間は、冬休みプログラムとなります。

期  間   12月　23日（月）～1月　7日（火）

児童発達支援 午前　　　月・水・金 10：00～13：00　

12月号
Ｎｏ.79　　令和元年　11月　12日　発行　

土 11：00～16：00　

（迎え　10：30～11：00　送り　15：30～）

放課後等デイサービス 月～土 11：00～16：00　

（迎え　10：30～11：00　送り　15：30～）

★年末年始のお休み　12月28日（土）～1月5日（日）

★12月14日（土）は、はっぴースマイルデーの準備の為お休みになります。

　　　　　ポケット　➡ ★12月19日（木）が年内最終になります。

※利用料の振込番号が変わります。請求書に変更番号を記入していますのでよろしくお願いします。

12月15日（日）はっぴースマイルデー　からのお知らせ

飲食コーナーやこども遊びコーナー・ステージ・抽選会など子どもも大人も楽しんで頂
ける企画がたくさんありますので、少しのお時間でも是非遊びに来てくださいね♪

はっぴースマイルデーのアンケートがまだ出てない方及び未定の方に再度アンケートを
入れさせていただいています。人数確認のため参加できない方もご提出の程、よろしく
お願い致します。

バザー用品がなかなか集まりません。皆様方のご協力お願いします。

　紅葉が美しく心を和ませてくれる季節になってきましたが皆様方におかれましてはお変わりなくお過ごしの事と存じま
す。さてのんたんでは、はっぴースマイルディーに向けて子供たち、職員が準備をしてくれています。昨年よりもさらに
楽しめる、楽しんでいただける内容を職員と一緒になり日々制作活動、オープニングの練習と頑張ってれてくれてい
る姿を見ると子供たちの成長ぶりに嬉しくなります。是非お忙しいとは存じますがおこしくださり一緒に楽しい時間を過
ごしていただければと思います。お家ではなかなか見られない子供たちの笑顔と頑張りに出会うかもしれません。

★12月20日は、職員研修のため午前中の利用はお休みさせて頂きます。その代わりに19
日の木曜日開所させていただきます。

★持ち物全てに必ず名前を記入して下さい。（おはし、はぶらし、靴下等）　 

放課後等デイサービス➡ ★手洗いの励行をしていますのでハンカチ又はタオルを持たせてください。

　　　言語療法　➡ ★Cグループはお休みです。

児童発達支援　➡ ★12月16日（月）の午前は、はっぴースマイルデーの片づけの為お休みになります。

★児童発達支援午前ご利用の方は１０時開所となりますので、送迎ご利用で
　ない方は１０時頃に来所してくださいね(*^-^*)

　　　　　全　員　➡

※受給者証更新された方は持ってきてください。コピーさせていただきます。

のんたん通信



午前

午後

発達支援 12月のプログラム
月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7

指先・感覚遊び 指先・感覚遊び リトミック

ポケット ポケット

指先・感覚遊び 集団遊び 季節と遊び 運動遊び

9 10 11 12 13 14

運動遊び 運動遊び 季節と自然

ポケット ポケット

指先・感覚遊び 英語リトミック 季節と遊び 運動遊び

16 17 18 19 20 21

指先・感覚遊び 季節と自然

ポケット ポケット 言語療法（Ｂ）

指先・感覚遊び 集団遊び 季節と遊び 運動遊び 室内遊び

23 24 25 26 27 28

＊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。

※12月23日（月）から冬休み時間開始となりますので、送迎が15：30～になります※

運動遊び 運動遊び 季節と自然

指先・感覚遊び 集団遊び 季節と遊び 運動遊び
午後

午前

午後

30 31 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日

午前

★運動遊び 色々なとび方をして楽しもう。

12月のプログラム内容
★リトミック 支援者やお友だちとリズムに合わせて体を動かそう。

★季節と自然 紙粘土でおもちを作ってみよう。　　　　＜材料費１００円後日請求＞

★指先遊び・感覚遊び ちぎってあそぼう。

★運動遊び サーキットで遊ぼう。

★英語とリトミック 色を英語でいってみよう。

★季節と遊び お正月のおもちゃを作ろう。

★指先遊び・感覚遊び はさみで切ってみよう。

※12月19日（木）12月20日の代わりに開所します。

★集団遊び しっぽとりなどゲームを楽しもう。

午前

午後

午前

午後

午前

午後

はっぴースマイルデーの

片づけの為、お休み

はっぴースマ
イルデーの準

備の為お休み



小学１年

～

４年生

小学５年

～

中・高校生

放課後等デｲサービス 　１２月のプログラム
月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7
ポケット ポケット ポケット

言語療法（A）
室内遊び

創　作 創　作 創　作
ポケット ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 運　動 集団・個別・ＳＳＴ 音 楽
クッキング

クッキング 音 楽

9 10 11 12 13 14
ポケット ポケット ポケット

集団遊び 集団遊び 集団遊び
ポケット ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 運　動 集団・個別・ＳＳＴ 音 楽

ダンス 音 楽

16 17 18 19 20 21
ポケット ポケット ポケット
創　作 創作（材料費100円） 創　作
ポケット ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

23 24 25 26 27 28

クッキング 大型遊具

集団遊び
やきそば

材料費￥300
（当日請求）

年内最後の運動で
身体を動かそう！

クッキング 買い物

集団・個別・ＳＳＴ
鍋パーティー
材料費￥500
（当日請求）

お昼ご飯を
買いに行こう♪
昼食代￥1000

30 31 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日

＊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。

※12月23日（月）から冬休み時間開始となりますので、送迎が15：30～になります※

★基本的生活習慣
手を洗ったあと、きれいにふかないと・・・ばい菌はぬれている所が大好きだよ
上着をぬいだら、綺麗にたたんでみよう！

★クッキング 【玉子せんべい】　　　卵を上手に割れるかな(^^♪

持ち物：エプロン・マスク・三角巾　　　材料費　￥１００（後日請求）

★音　楽
はっぴースマイルデーのオープニングにむけてダンス「パプリカ」
の練習をするよ(^^♪

★ダンス （岩井先生）音楽に合わせて楽しくダンスしよう♪

★集団遊び はっぴースマイルデーに向けて、部屋を飾りつけをしよう。お客さんを迎えよう

★創　作 はっぴースマイルデーに向けての飾りを作るよ♪

17日（火）は自分だけのクリスマスツリーを作るよ🎄　
材料費　￥100（後日請求）

★運動遊び 大縄で色んな跳び方をしよう！みんなで何回跳べるかな！

★大型遊具 トランポリン・ゴム跳び・滑り台で身体を動かそう！！

買い物を実際に行い、自分でお金を支払ってみよう💰

挨拶・手洗い・身だしなみは随時行っていきます。

★ダンス 先生の振付を見て踊ってみるよ💃♪（岩井先生）

★クッキング 【ケーキ】持ち物：エプロン・マスク・三角巾　材料費　￥300（後日請求）

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

★集団・
　　個別・SST

12月26日（木）　クッキングは　冬休みイベントのため
材料費は　当日回収となりますので、ご持参ください

ダンス

たくさん踊ろう💃

おでかけ

近隣の公園へ
遊びに行こう～

ダンス

年内最後のダンス♪

クッキング 運動遊び

クッキング

言語療法（Ｂ）
室内遊び

ダンス

はっぴースマイ
ルデーの準備の

為お休み



★運動 お題に書いてる物を探せっ！借り物競争～～！


