
言語療法 ➡

ポケット ➡

児童発達支援 ➡

放課後等デイ ➡

全員 ➡

落とし物 ➡

のんたんにご連絡下さい。

※10月26日（月）は職員研修のため午前中の利用はお休みさせていただきます。

・活動によって(クッキング等)は準備物が必要です。必ず持ってきてください。

10月号
Ｎｏ.77　　令和2年　9月10日　発行　

　コロナウイルス感染症の影響のため、下記の時間帯になります。

　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援　午前利用の方　　　１０：００～１3：００　（13：00～送迎）

午後利用の方　１4：00～１７：30　（１7：00～送迎）

10月より発達支援年長児さんのポケットが始まります。希望者は申し出てください。

Ａ、Ｂグループを担当してくださっている住村先生が12月に出産予定ですので暫
くのんたんをお休みされます。つきましては10月の言語療法時に言語療法を再
開するまで、言語療法をお休みしていただけるかどうかを聞かしていただきたいと
思います。

　朝夕涼しくなってきましたがいかがお過ごしでしょうか？今年の前半はコロナで振り回された半
年でしたね。子供達も学校や幼稚園・保育園等が休みになったり、外出の制限、ソーシャル
ディスタンス・三密と生活様式が変わってしまいましたが、のんたんでは元気に過ごしてくれている
姿を見ると心が安堵します。
　社会現象を見る限りコロナの収束はもう間近かと思われますがのんたんでは気を緩めないで、
手洗い・マスクだけは継続したいと思いますのでご協力お願いします。
　今月ののんたん通信は夏休み特集で子供たちの活動の写真を載せています。子供さんと一
緒に思い出のⅠページにしていただければ嬉しいです。

・利用申し込みは必ず期限までに提出してください。

※期限を過ぎての申し込みの場合、人数調整で利用できない時があります。

※受給者証・療育手帳のコピーのまだの方は持ってきてください。

※持ち物等には必ず名前を書いてください。

２階の放課後等デイの部屋に落ちていました。どなたか心当たりある方

　放課後等ディサービス利用の方　　　１4：００～１７：3０　（１7：0０～送迎）

　　　児童発達支援・放課後等ディサービス　共に　　　　　　　　　

　　　　　　　　　土曜日利用の方　１１：００～１６：００　（１５：３０～送迎）

のんたん通信



児童発達支援
夏休みのようす♪

かきごおり 🍧

おでかけもしたね！



放課後等デイサービス

クッキング



放課後等デイサービス

31アイスおいしかったね♡

おやつを買いに★

黒板作り いいのができたよ

今年はみんなでBBQに花火をしたね！



午　前

午　後

発達支援 10月のプログラム
月 火 水 木 金 土

1 2 3

ポケット

リトミック

集団あそび

5 6 7 8 9

折り紙あそび

10

ポケット

集団あそび

指先あそび 身体あそび 感覚あそび 季節とあそび

12 13 14 15 16 17

指先あそび 運動あそび 感覚あそび 季節とあそび 英語リトミック

集団あそび 室内遊び

19 20 21 22 23 24

指先あそび 運動あそび 感覚あそび 折り紙あそび

ポケット

集団あそび

＊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。

10月のプログラム内容
★　指先あそび 洗濯ばさみなどをつまんで遊ぼう。

★　身体あそび ハイハイレースをしよう。

★　感覚あそび 泥団子を作って、的に当てよう。（汚れてもいい服をご用意ください）

運動あそび 感覚あそび 季節とあそび 室内遊び

★　リトミック 歌に合わせて楽器を鳴らしてみよう🎶

★　季節とあそび 風船トランポリンで遊ぼう・ハロウィンの工作をしよう。

★　指先あそび はさみで1回切りをしてみよう。

★　季節とあそび ハロウィンのコスチュームを作ろう・10/30はおかしをもらいに練り歩くよ🎃

★　感覚あそび 泥団子を作って、的に当てよう。（汚れてもいい服をご用意ください）

★英語リトミック 色を英語でいってみよう。

★　集団あそび お友だちと一緒に形や色を合わせたりして遊ぼう。

★　運動あそび 鉄棒やマットを使って楽しもう。

★　折紙あそび ハロウィンのねこぼうしを作ろう・10/16はおかしをもらいに練り歩くよ🎃

9月の利用希望日に記入の上、9月21日（月）までに提出してください。

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

指先あそび 身体あそび 感覚あそび 季節とあそび

指先あそび 運動あそび 感覚あそび 季節とあそび

指先あそび

内部研修の為
お休み

身体あそび 感覚あそび 季節とあそび

指先あそび 身体あそび 感覚あそび リトミック

ポケット 言語療法（Ｃ）

集団あそび 室内遊び

26 27 28 29 30 31

ポケット 言語療法（Ｂ）



9月の利用希望日に記入の上、9月21日（月）までに提出してください。

小学１年

～

４年生

小学５年

～

中・高校生

土曜日
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

1 2 3

ポケット

集団（ルール）

ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

放課後等デｲサービス 　10月のプログラム
月 火 水 木 金 土

9 10

ポケット ポケット ポケット ポケット

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創作 集団（ルール）
大型遊具

5 6 7 8

ポケット ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

17

ポケット ポケット ポケット ポケット

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創作 集団（ルール）

ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

★運　動 バランスボールを使って体を動かしたり、バランスを保ってみよう		

おでかけ

31

ポケット ポケット ポケット ポケット

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創作 集団（ルール）

26 27 28 29 30

【大繩跳び】　友達と一緒に跳んで楽しもう。

★運　動
【大型遊具】トランポリン・平均台・はしご・跳び箱で楽しく身体を動かそう！
【運　動】カエルとびの練習をして、跳び箱をとんでみよう！

ポケット ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

お出かけ

のどか村
1500円

（当日持参）

★クッキング
【玉子えびせん】目玉焼きを焼いてみよう。
　＊衛生面上、エプロン、三角巾、マスクをご持参ください。
　　　　　　　　　　材料費：２００　円　（後日請求）

＊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。

10月のプログラム内容

★創　作
【ハロウィン飾り】みんなでふき絵をしよう。
　　　　　　　　　かぼちゃやキャンディを作って部屋を飾ろう。

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【タイマーが鳴るまで我慢(^^♪】しっかりと合図を聞いていてね(^^♪

★集　団
　ﾙｰﾙ

言語療法（Ａ）
室内遊び

大型遊具

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

★集団
　個別
　SST

【挨拶・手洗い・身だしなみ】自分はできてるいるかな？振り返ってみよう。
【掃　除】役割分担して掃除してみよう。

　　　　　★他にもみんなで楽しめる遊びをするよ☺

★クッキング
【スウィートポテト】
　　　　　　エプロン、三角巾、マスク、材料費：300円（後日請求）

★おでかけ
【自分が食べるおやつを買いに行く】
　　　　　　持ち物：お財布・200円（当日持参）

クッキング

運動遊び

言語療法（Ｂ）

室内遊び
書道

運動遊び

おでかけ

クッキング

玉子せんべい
エプロン・三角巾クッキング

★室内遊び

10/3　小縄をとんでみよう！お友達とドッチボールや鬼ごっこをしてみよう！
10/17 書道をしてみよう！汚れても良い服で来てくださいね。
      お友達とドッチボールや鬼ごっこをしてみよう！
　　　いっぱい身体をうごかそうね！

★戸外遊び
【のどか村】お友達と一緒にのどか村で遊ぼう。どんな体験ができるかな？
＊持ち物　・弁当・お茶・帽子・着替え・ビニル袋　参加費：1500円（当日持参）
：当日、天候によって変更になることもあります。

ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

24

ポケット ポケット

創作 集団（ルール）

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

ハロウィンパーティー🎃

運動遊び

小学５年～
中・高校生

ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ

ポケット ポケット

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ


