
言語療法 ➡

児童発達支援 ➡

放課後等デイ ➡

全員 ➡

　放課後等ディサービス利用の方　　　１4：００～１７：3０　（１7：10～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）

１１月号
Ｎｏ.７８　　令和2年　１０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　（１7：10～送迎）

　めっきり涼しくなってきましたが皆様方はいかがお過ごしでしょうか？今年は猛暑が続き夏の疲れが取れ
ないままに秋を迎え子供たちの楽しみの運動会・遠足の季節になりました。本来なら子供たちと親御さ
んのふれあいの中楽しみの運動会もコロナの関係で従来の形を変えての実施！心さみしい思いをされ
ているのではないでしょうか？
　ソーシャルディスタンス・三密を心掛けながらのGｏTｏトラベル・GｏTｏイートと世の中はかなり行動の緩和
になってきましたが、子供たちの元気な笑顔と歓声を取り戻せる日はまだまだ時間がかかりそうですね。
　のんたんでは子供たちに少しでも楽しんでもらえたらとの思いで今年も形を変えてでのはっぴースマイル
デーを開催します。のんたんの子供たちの、のんたんの子供たちで作るイベントです。元気な子供たちの
笑顔と歓声でコロナをふきとばしたいものです。

10月19日より送りの出発時間が17：10になります

☎のんたんの電話がつながらない場合、FAX番号の方にかけていただくと比較

的つながりやすいです。(0742-93-9817)

11月2日（月）・１１月30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。

活動によって準備物が必要です。必ず持ってきてください。

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。

新しい受給者証及び療育手帳のコピーがまだの方は持ってきてください。

A.Bグループに関しては12月よりお休みになります、再開に関しましては各個人に
連絡させていただきます。

持ち物等には必ず名前を書いてください。

はっぴースマイルデーのお知らせ

　本年は新型コロナウイルスの影響で従来通りのイベントは中止とさせていただきます。
その代案といたしまして、のんたんの利用者のためのイベント及び保護者同士の交流の場（懇親会）を
通常の利用日に以下の内容で行うこととなりました。
感染症予防対策に配慮しつつ短時間での開催ですが、楽しい時間を過ごせるよう、万全な予防対策
をとりながら実施させていただきます。★詳細につきましては、後日手紙を配布させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　はっぴースマイルデーinクリスマス　】
日程：　令和2年12月25日（金）26日（土）※どちらか一日だけのご利用となります。
時間：　13：00～15：30
参加対象者：　のんたんご利用者様（のんたんをご利用でないお子様につきましては参加対象外となり
　　　　　　　　ますので、ご了承ください。）

のんたん通信



午　前

午　後

土曜日

発達支援 １１月のプログラム
月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

職員研修のた
めお休み

感覚あそび リトミック

文化の日

指先あそび 感覚あそび 折り紙あそび集団あそび

16 17 18 19 20 21

言語療法（Ｂ）

指先あそび 身体あそび 感覚あそび リトミック

23 24 25 26 27 28

言語療法（Ｃ）

指先あそび 感覚あそび 折り紙あそび
ポケット

運動あそび
集団あそび

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

身体あそび 感覚あそび 季節とあそび

感覚あそび 季節とあそび

指先あそび

★　感覚あそび 新聞紙をビリビリ、クシャクシャしてみよう。

★　集団あそび お友だちと一緒に協力してボールを入れたりして遊ぼう。

室内遊び

★　運動あそび うんていを使ったサーキットで遊ぼう。

★　英語リトミック 色を英語でいってみよう。

★　感覚あそび 新聞紙をビリビリ、クシャクシャしてみよう。

★　リトミック 音に関心をもち、手遊び・楽器遊び・体遊びを楽しもう♪

★　季節とあそび お散歩にでかけよう🍃🍂落ち葉で遊ぼう。

★　指先あそび ハサミで連続切りをしてみよう。

★　季節とあそび フォトフレームを作ろう🍃🍂落ち葉で遊ぼう。

★　折り紙あそび きのこを作ってみよう。

季節と遊び

避難訓練

季節と遊び

避難訓練

指先あそび 身体あそび 感覚あそび

運動あそび

ポケット
集団あそび指先あそび 感覚あそび 英語リトミック

室内遊び

30

＊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。

11月のプログラム内容
★　指先あそび  書いて遊ぼう。

★　身体あそび 風船で遊ぼう。

職員研修のた
めお休み

勤労感謝の日
ポケット

運動あそび
集団あそび



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

放課後等デｲサービス 　１１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 集団（ルール）

ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

文化の日

大型遊具

クッキング

9 10 11 12 13 14

ポケット ポケット ポケット ポケット 運動遊び

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

ポケット ポケット ポケット

避難訓練運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

集団・個別・ＳＳＴ

避難訓練

16 17 18 19 20 21

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 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

23 24 25 26 27 28

ポケット ポケット ポケット

集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

ポケット ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

30

ポケット

創　作

ポケット

運　動

＊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。

１１月のプログラム内容

★創　作
【落ち葉で作ってみよう】大きな段ボールに枝・どんぐり・落ち葉を
　　　　　　　　　　　　貼ってみよう。何が出来るかな(*^^)v

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【会話のキャッチボール】マイクを持っている人だけが話せるよ。
　　　　　　　　　　　　他の人はしっかりと聞けるかな？

★集　団
　ﾙｰﾙ

【しっぽ取り】お友だちのしっぽを追いかけて、何本取れるかな？

★運　動
【大型遊具】トランポリン・平均台・はしご・すべり台・跳び箱を組み合わせま
す。楽しく身体を動かそう！！
【運　動】とび箱をとんでみよう！跳べるといいね!(^^)!

★集団
　個別
　SST

【挨拶・手洗い・身だしなみ】声掛けがなくても自らできるようになってきた
ね！このまま続けていこう＾＾
【トーキングゲーム】ゲーム感覚で色んな質問に答えてみよう、
　　　　　　　　　　　またお友達の話を聴こう◎
【マッチングゲーム】物と文字のマッチングゲームをしてみるよ♪

　　　　　　　　　　★他にもみんなで楽しめる遊びをするよ☺

★クッキング
【カップケーキ】頑張って泡立てよう
　　　　　　エプロン、三角巾、マスク、材料費：３００円（後日請求）

★おでかけ
【お買い物】どこに行くかは当日のお楽しみに～
　　　　　　持ち物：お財布・３００円（当日持参）

★運　動 【玉入れゲーム】ボールを狙って入れよう～

★クッキング
【りんごホットケーキ】リンゴを包丁で切ってみよう🍏

　＊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）

★室内遊び

7日　【的あて遊び】的に向かってボールを投げよう‼　目指せ高得点‼

21日　【大縄跳び】色々な跳び方遊び方で大繩に触れてみよう‼

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

+

勤労感謝の日

お出かけ

運動遊び

言語療法（Ｂ）

室内遊び

大型遊具

クッキング

クッキング
【リンゴホットケーキ】

お出かけ


