
全員➟

面談について

送迎➡

＊新型コロナウイルスの感染予防のため、クッキングは5月も含め当分の間中止
にします。

　5月の連休も何処にも行かず自宅で自粛！我慢我慢！連休明けには学校再開！楽しみにし
ていた子供達はがっくり、親御さんは期待外れ！いろいろな思いを巡らせて居られる事でしょう。
学校、幼稚園等5月一杯お休みになってしまい、子供たちのキャンセルも多く、顔が見れない事
に寂しさを感じています。早くコロナウイルスが収束し、子供達の元気な顔が見れる事を願いなが
ら、職員一同、今元気に来ている子供たちの安全を確保しながら日々頑張っています。
　6月は梅雨入り！外に出る機会がなかなか確保できない分、4階で体を思いきり動かし、集団
遊び、運動、リズム遊び、巧技台等を楽しみたいと思います。

ポケット➟
＊ポケット学習は、新型コロナウイルス感染予防の為、5月から当分の間お休み
にします。のんたんに家庭学習等を持ってこられるお子さんに関しては、支援の中
で対応させて頂きます。

児童発達支援➟
＊オムツや汚れもの袋など、持ち物全てに名前書いて頂きますように、お願い致します。
＊散歩に出かける時がありますので帽子を持たせてください。

放課後等デイサービス➟ ＊手洗いの習慣をつけていきますので、ハンカチを持たせてください。

＊6月29日（月）は内部研修のため、午前中のご利用はできません。

＊6月から活動費の材料費として一人月100円頂く事になりました。親御さんに
はご負担おかけしますがご了承の程よろしくお願いします。請求時に一緒に請求
させて頂きます。

＊5月、6月に面談を予定させていただいているご家庭におきましては、電話での
聞き取り(モリタリング)をさせて頂きたいと思いますのでご協力の程お願いします。

＊送迎が人数の関係で、遅れる場合もありますのでご了承ください。

＊送迎の時間変更は、必ず前日までにご連絡ください。当日変更は致しかねま
せん。

　放課後等ディサービス利用の方　　　１３：００～１７：００　（１６：３０～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）

＊締切日を過ぎての利用届けの提出は、ご希望に添えない場合もございますの
で、ご了承ください。

＊新しい受給者証が発行された方・療育手帳などをお持ちの方は、コピーさせて
頂きますので、ご持参ください。
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　　　コロナウイルス感染症の影響のため、利用時間が変更になっています。

　　　　　　　　　　　　　　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　　　１３：００～１７：００　（１６：３０～送迎）

お願い事項

のんたん通信



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 避難訓練 感覚あそび 季節とあそび
言語療法（Ｃ）
室内遊び

身体あそび

指先あそび 運動あそび

29 30

ポケット
集団あそび

15 16

午前

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 リトミック

指先あそび 運動あそび 感覚あそび 折り紙あそび
言語療法（B）
室内遊び

指先あそび

★　英語リトミック 英語に慣れよう。

★　季節とあそび あじさいの花や七夕の制作をしよう。

★　感覚あそび お砂で遊ぼう。

★　集団あそび お友だちとふれあいながら遊ぼう。

★　運動あそび くまさん、かえるさんになって歩いてみよう。

★　折紙あそび かえる、あじさいを作ろう。

★　リトミック 色々な音を聞いてみよう。

★　季節とあそび あじさいの花や七夕の制作をしよう。

★　指先あそび ３本指でシールを貼ってみよう。

＊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。

6月のプログラム内容

★　指先あそび いろんな物をつまんでみよう。

★　身体あそび 魔法のじゅうたんに乗ろう。

★　感覚あそび お砂で遊ぼう。

集団あそび

22 23 24 25 26 27

ポケット
集団あそび

避難訓練 感覚あそび 季節とあそび

17 18 19 20

ポケット

　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援　午前利用の方　　　１０：００～１３：００　（13：00～送迎） 運動あそび 感覚あそび 季節とあそび 室内遊び

1 2 3 4 5 6

ポケット
集団あそび

8 9 10 11 12 13

指先あそび 身体あそび 感覚あそび リトミック

指先あそび 運動あそび 感覚あそび 折り紙あそび

児童発達支援 　6月のプログラム

月 火 水 木 金 土



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

大型遊具

運動遊び

おでかけ 集団・個別・SST

言語療法
（A）

室内遊び

創作

大型遊具

創作 集団・個別・SST

言語療法
（Ｂ）
室内遊び

★室内遊び
季節の塗り絵や折り紙をしてみよう！
紙飛行機を作って飛ばしてみよう！
お友達と身体を動かして遊ぼう！

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

小学５年～
中・高校生

創作 集団・個別・SST

運動遊び

おでかけ 集団・個別・SST

★集団
　個別
　SST

【挨拶・手洗い・身だしなみ】
大切なことだから続けていくよ◎
【整理整頓】
片付けが苦手～！っていう子も、一緒に「片付けってこれでよかったか
な？」と振り返りながらやっていこう^＾

★創作 【プラバン】　材料費：200円（後日請求）

★おでかけ のんたんの近くを散歩しに行くよ～

★運　動 ビー玉でキャッチ（転がったビー玉をうまくキャッチできるかな？）

★創作 【プラバン】　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。

6月のプログラム内容

★創　作
【傘・七夕かざり】
　　ビー玉を転がして模様をかいてみよう！七夕飾りも作るよ☆彡

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【ドキドキ！ばくだんリレー】
　　対の言葉って知ってる？　お友達に対の言葉を言って渡してみよう

★集　団
　ﾙｰﾙ

【ビーチボールで遊ぼう】
　　ボールを両手でしっかりと受けれるかな？🥎

★運　動
【大型遊具】トランポリン・平均台・はしご・跳び箱を使って身体を動かそう
【運動】クマ歩き・片足クマさんや平均台をくぐったりしよう！

29 30

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

運　動 集団・個別・SST

創　作 避難訓練 創　作 集団（ルール）

運　動 避難訓練 集団・個別・SST

22 23 24 25 26 27

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

運　動 集団・個別・SST 集団・個別・SST

15 16 17 18 19 20

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

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

運　動 集団・個別・SST 集団・個別・SST

8 9 10 11 12 13

創　作 集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作 集団（ルール）

運　動 集団・個別・SST 集団・個別・SST

1 2 3 4 5 6

放課後デｲサービス 　6月のプログラム
月 火 水 木 金 土


