
全　員 ➡

児童発達支援 ➡

放課後等デイ ➡

ポケット ➡

言語療法 ➡

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

10月19日より送りの出発時間が17：10になっています

　　　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）

★年末年始のお休み　12月29日（火）～1月6日（水）

冬休み期間　12月23日　（水）　～　1月8日　（金）
　　　　　　　　　　　　　　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       １３：００～１６：００　（１5：30～送迎）

　                       　　放課後等ディサービス利用の方　　　１１：００～１６：００　（１5：30～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）

１２月号
Ｎｏ.７９　　令和2年　１１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）

　初冬を迎え、朝晩の寒さが身にしみる今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか？のんたんの子供たちは
コロナ禍にうまく付き合いながら元気に通ってきてくれています。子供たちのそんな姿に元気と心の安らぎをも
らっていることに感謝です。子供たちの楽しみのイベントはっぴースマイルデーinクリスマスですが、今年は、コロ
ナ禍の影響で従来のイベントはできませんが、子供たちに少しでも楽しんでもらえる機会を作りたいとの思いで
子供たちの子供達で作るイベントを行うことになりました。
　発達の子供達から放ディの子供達一緒に売り子と買い手に分かれ巨大なマーケット遊びをします。又以
前から親御さんからの要望の懇親会を同時に開催させていただきます。普段なかなか親御さんどうしの交流
が作れなかったので、この機会に交流の場になればと思います。子供たちの普段の活動記録のスライドシ
ヨー、活動写真のパネルも用意していますので、多くの親御さんに参加していただき普段の子供達の様子を
見ていただければと思います。

・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。

・12月23日（水）が年内最後になります。

・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後日決まり次
第連絡させていただきます。
・Cグループは、はっぴースマイルデイのために12月26日（土）は休みです。

冬休み期間中、宿題のある人は持ってきて下さい。（午前中にします）
12月12日（土）・12月24日(水)クッキングは、昼食（焼きそば）を作りますので、お弁当
はいりません。

12月1日（火）・12月7日（月）・12月１５日（火）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。

☎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)

・受給者証更新された方はコピーさせて頂きますので、持ってきてください。

のんたん通信



午　前

午　後

土曜日

感覚あそび 集団あそび 折り紙あそび

午前

午後

午後

午前

午後

午前

午後

午前

★　運動あそび

★　指先あそび

運動あそび

28 29

運動あそび

ポケット

運動あそび

14 15

いろんなジャンプをしよう。

スプーンですくってみよう。

★　身体あそび 風船で遊ぼう。

★　感覚あそび 傘袋飛行機を飛ばそう。

★　リトミック すずを鳴らしてみよう。

★　英語リトミック 英語で色を言ってみよう。

★　指先あそび 色々な線を書いてみよう。

★　季節とあそび クリスマスのかざりを作ろう🎄

★　感覚あそび 傘袋飛行機を飛ばそう。

★　折り紙あそび サンタクロースを折ってみよう。

★　集団あそび おともだちと一緒にゲームを楽しもう。

★　季節とあそび クリスマスのかざりを作ろう🎄

30 31

＊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月のプログラム内容

午後

指先あそび

指先あそび 感覚あそび 集団あそび

大そうじ

はっぴースマイルデー

in
クリスマス

　　　★年末年始のお休み
　　　　12/29（火）～1/6（水）

※12月23日（水）からの冬休み時間開始にともない、
月～金　午後利用の方は、お迎え12：30～・お送り15：30～となります※

室内遊び

21 22 23 24 25 26

ポケット

指先あそび 身体あそび 感覚あそび

指先あそび 感覚あそび 集団あそび 折り紙あそび

16 17 18 19

ポケット

指先あそび 感覚あそび 集団あそび 季節とあそび 英語リトミック

指先あそび 感覚あそび
クリスマス
作品作り

1 2 3 4 5

ポケット

運動あそび

7 8 9 10 11 12

クリスマス
作品作り

リトミック

発達支援 １２月のプログラム
月 火 水 木 金 土
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クッキング

室内遊び

運動遊び

お出かけ

焼きそば
お出かけ

室内遊び

大型遊具

クッキング

運動遊び

★室内遊び
5日　【跳び箱】　　1段でも高く跳んで跳び箱を楽しもう‼
19日【大縄跳び】　みんなでたくさん跳んで体を温めよう‼

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【クリスマスの壁画】・みんなで協力して　大きな壁画を作ってみよう
　　　　　　　　　　・部屋を飾りつけしよう

★集　団
　ﾙｰﾙ

【音楽あそび】・トーンチャイムを鳴らしてみよう
　　　　　　　・音楽を聞いて、ストップ・・いす取りゲーム♬

★運　動
【大型遊具】トランポリンを跳んだり、平均台やはしごを渡ってみよう！
【運　動】　とび箱を跳んでみよう！がんばろうね！

★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＾＾
【輪投げ】　狙いを定めて入れられるかな?!
【しりとり】紙とペンを一人ずつ持って、制限時間内にどれだけ一人で言葉を　　　　　
　　繋げられるかな選手権～！

★クッキング
2日　【お菓子の家】クッキーでかわいいお菓子の家を作りましょう！
23日【クリスマスケーキ】どんなデコレーションのケーキかな！
　　　　エプロン、三角巾、マスク、材料費：各　500円（後日請求）

★クッキング
　昼食づくり

12日（土）、24日（木）【焼きそば】　包丁を使って材料を切ろう 　　　　 　★お

弁当はいりません　　　　　　　材料費：３００円　（後日請求）

★おでかけ
9・16日【お買い物】お財布とお金の準備も自分でやってみよう♪　
　　　　　　　　　　　　持ち物：お財布・　300円（当日持参）

★運　動
【キャッチボール】うまく相手にチャッチできるかなぁ？！　
　　　　　　　　　　いろんな大きさをうまく投げてみよう！！

大掃除

＊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月のプログラム内容
★創　作

【クリスマス飾り】・紙皿でクリスマスツリー
　　　　　　　　　・わっかで雪だるまやサンタを作って飾ろう

　　　★年末年始のお休み
　　　　12/29（火）～1/6（水）

※12月23日（水）からの冬休み時間開始にともない、お迎え10：30～、お送り15：30～となります※

★クッキング
　昼食づくり

【焼きそば】　包丁を使って材料を切ろう  ★お弁当はいりません

　＊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：３００円　（後日請求）

28 29 30 31

映画鑑賞

大掃除

カラオケ

ポケット ポケット ポケット クッキング 焼きそば

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創作 クリスマス準備 はっぴースマイルデー

in
クリスマスポケット ポケット お昼ご飯を買いに行こう

1000円（当日持参）

運　動 集団・個別・ＳＳＴ クリスマス準備

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

21 22 23 24 25

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

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

14 15 16 17 18

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

7 8 9 10 11

ポケット

5

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

12

ポケット ポケット

19

26

クッキング

1 2 3 4

ポケット

放課後等デｲサービス １２月のプログラム
月 火 水 木 金 土


