
全　員 ➡

児童発達支援 ➡

放課後等デイ ➡

ポケット ➡

言語療法 ➡

１月号

Ｎｏ.80　　令和2年　１2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）

　                       　　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　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　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）

冬休み期間　12月23日　（水）　～　1月8日　（金）

宿題は必ず宿題袋に入れてきてください。

1月12日（火）より始めます。

前回のお便りでお知らせさせていただきましたが言語を担当してくださっている住村先
生がお産で暫くお休みされます。松江先生のCグループは今まで通り第4週目の土
曜にしますのでよろしくお願いします。

　今年はコロナで始まりコロナで振り回された一年でしたね。社会環境はめまぐるしく変わり、私たちの
生活もその変動の渦に巻き込れ生活容態はよくも悪くも一変した年でした。そんな現状の中、子供た
ちは雨にも負けず～風にもにも負けず～雪にも夏の暑さにも負けぬ～(宮澤賢治)ではないですが、
コロナ禍の中子供たちは変わりなく元気にのんたんに通ってきてくれました。職員一同それが嬉しく仕
事への励みにもなりました。来年はどんな年になるのだろうと思いを巡らせては不安を消し去る事も出
来ず不安だけが脳裏に残りますが少しでもコロナが終息しごく当たり前の生活が過ごせる年でありた
いと願っています。

12月25日・26日のはっぴースマイルデーは利用日数にカウントされます
ので、他事業所使っておられる方・追加される方はご確認ください。

利用料について➡
利用料につきましては出来るだけ振込でお願いします。振込先は南都銀
行、平城西出張所　普通　口座番号　2089498　よろしくお願いします。

1/12（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。

クッキング参加の方は必ずエプロン・三角巾を持たせてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

・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)

　　　　　　　　　　　　　　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）

のんたん通信



午前

午　前

午　後

土曜日

発達支援 １月のプログラム
月 火 水 木 金 土

1 2

4 5 6 7 8 9

季節とあそび

11 12　通常時間開始 13 14 15 16

ポケット

運動あそび 室内遊び
感覚あそび 集団あそび 折り紙あそび

感覚あそび リトミック

30

ポケット

運動あそび 室内遊び
感覚あそび 集団あそび 折り紙あそび

18 19 20 21 22 23

ポケット 言語療法

運動あそび 室内遊び

指先あそび 身体あそび 感覚あそび 季節とあそび

★　季節とあそび かがみ餅の工作をしよう、お散歩に行こう（天候不良の場合は室内遊び）

★　指先あそび スプーンやおはしを使ってみよう

★　運動あそび サーキットで遊ぼう

★　感覚あそび 段ボールで遊ぼう

★　集団あそび 輪っかを使って色々な遊びをしよう！

指先あそび

★　季節とあそび ししまいの工作をしよう、お散歩に行こう（天候不良の場合は室内遊び）

★　折り紙あそび ぱたぱた鶴を折ろう

★　英語リトミック 平均台やフラフープを使って色を英語でいってみよう

＊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。

１月のプログラム内容
★　指先あそび 色々な大きさの穴に通してみよう

★　身体あそび 平均台で遊ぼう

★　感覚あそび 段ボールで遊ぼう

★　リトミック すずを使って大きな音、小さな音を鳴らしてみよう♪

25 26 27 28 29

集団あそび 季節とあそび 英語リトミック

午前

午後

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 感覚あそび 集団あそび 季節とあそび

★年末年始のお休み
　　　　12/29（火）～1/6（水）



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 １月のプログラム
月 火 水 木 金 土

1 2

4 5 6 7 8 9

集団（ルール） 運動遊び

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ
11 12　通常時間開始 13 14 15 16

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
18 19 20 21 22 23

クッキング
フレンチトースト

運動遊び

お出かけ

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

＊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。

小学５年～
中・高校生

30

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）

25 26 27 28 29

１月のプログラム内容

★創　作
【縁起物つくり】新聞紙や画用紙などを使って
　　　　　　　　　だるま・鏡もち・うし作ってみよう

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【旗上げゲーム】　赤あげて・白あげて・・赤あげないで・・・
　　　　　　　　　しっかりと聞いてね(^^♪　🏁

★集　団
　ﾙｰﾙ

【お正月遊びを楽しもう】　かるた・トランプなどルールを守ってね
　　　　　　　　　　　　　紙コップでけん玉を作ってみよう

★運　動
【大型遊具】8日　トランポリン・ゴムとび・平均台・はしごをで身体を動かそう
【大縄跳び】15日　両足をそろえて跳んでみよう！
　　　　　　22日、29日は横波や回して跳んでみよう！

★集団
　個別
　SST

【挨拶・手洗い・身だしなみ】挨拶は相手の顔を見て、手洗いは石鹸で、身だしなみは
鏡を見て、これからも続けていこうね。
【福笑い・書初め】

お正月明け、みんなで福笑いをして大笑いしよう☺

書初めは、目標を書けそうなら書いてみよう～。難しかったら好きな文字を書こう♪

★クッキング
【ミニお好み焼き】包丁やフライ返しの使い方をおさらいしながら、おいしいミニお好
み焼きを作ろう♪
　　　　　　　　　エプロン、三角巾、マスク、材料費：各　300円（後日請求）

★おでかけ

【お買い物】お財布を入れる小さなバッグがあれば持ってきてね！

　　　　　　そうするとお財布を落としたり失くしたりしないよ☺

　　　　　　　　　　　　持ち物：お財布・300円（当日持参）

★運　動
【キャッチボール】相手にパスすることができるか？色んなボールを使ってパスするこ
とができるか？

★クッキング
　昼食づくり

【フレンチトースト】　玉子　上手に割れるかな　🥚

　　　　　　　材料費：２００円　（後日請求）

　＊衛生面上、エプロン、三角巾、マスクをご持参ください。

★お出かけ
晴れの時【御嶽山大和本宮神社】　雨の時【登美ヶ丘イオン】　

　＊着替え・ハンカチ・財布・水筒・マスク・お弁当をご持参ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　持ち物：お財布・300円（当日持参）

★室内遊び
【マット運動】　マットを使っていろいろな転がり方に挑戦しよう‼どんな転がり方が

あるかな？

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

お出かけ
初詣

運動遊び

運動遊び

お出かけ

運動遊び

★年末年始のお休み
　　12/29（火）～1/6（水）

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

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ
クッキング

ポケット


