
全　員 ➡

利用料について ➡

児童発達支援 ➡

放課後等デイ ➡

宿題は必ず宿題袋に入れてきてください。

・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。

・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。

2月号

Ｎｏ.81　　令和3年　１月  9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）

　　　　　　　　　　　　あけましておめでとうございます!!

  昨年はコロナ禍で始まりコロナ禍で終わった一年でしたがのんたんはその渦に巻き
込まれる事も無く子供たちは元気にすごせたことに感謝の思い出いっぱです。 
　今年は昨年出来なかった活動を子供たちと一緒に楽しく出来たらと思っていた矢
先、新型コロナウイルス感染は、第3波と言える勢いで増え続け、私たち福祉施設や
事業所でも感染例として耳に入ってきています。
 　関東の方では１都3県に緊急事態宣言が出され、関西の方も大阪・京都・兵庫に
出されるのも時間の問題と報じられる中、奈良は今の所第３段階!いつ何時緊急事
態宣言が出されてもおかしくないのが現状です。
　親御さんにとっては不安・心配の隣りあわせだとは思いますが、のんたんはいつも通
り開所し続けますので今年も職員一同よろしくお願いします。

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

令和2年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）

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。

☎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)
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。

振込期限　➡　1/末

２/２（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。

のんたん通信



言語療法 ➡ 第１・第３土曜日に担当してくださっている住村先生が無事女の子を出産されまし
た。
のんたんに復帰されるのは4月ごろになると思います。又詳しいことが分かりましたらご
連絡させていただきます。



午前

午　前

午　後

土曜日

★　集団あそび 色んな伝承遊びをお友だちと一緒に楽しもう。

★　季節とあそび
12日…冬のおうちの制作をしよう　
26日…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 鬼を折ってみよう

★　英語リトミック 数を英語で言ってみよう

午後

午後

午前

午後

午前

午後

指先あそび 感覚あそび

22 23 24

16 17

指先あそび 感覚あそび

集団あそび 折り紙あそび

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

ポケット

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

ポケット

運動あそび

15

紐を穴に通して遊ぼう

★　運動あそび 縄跳びで遊ぼう

★　感覚あそび 小麦粉粘土、片栗粉スライムで遊ぼう

＊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。

2月のプログラム内容
★　指先あそび 同じ形を探そう

★　身体あそび 平均台を歩こう

★　感覚あそび 小麦粉粘土、片栗粉スライムで遊ぼう

★　リトミック 音に合わせて体を動かそう♪

★　季節とあそび
12日…雪だるまの制作をしよう　
26日…お散歩に行こう（天候不良の場合は室内遊び）

★　指先あそび

25 26 27

指先あそび 感覚あそび 季節とあそび

天皇誕生日

集団あそび 季節とあそび
言語療法

室内遊び

18 19 20

指先あそび 感覚あそび 季節とあそび 英語リトミック

建国記念日

1 2 3 4 5 6

ポケット

運動あそび

8 9 10 11 12 13

折紙あそび

指先あそび リトミック

発達支援 2月のプログラム
月 火 水 木 金 土

午前 感覚あそび
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クッキング

創　作

ポケット

運　動

22

ポケット

創　作

15 16 17

8 9 10

お出かけ

天皇誕生日
創作 集団（ルール）

ポケット

集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

23 24 25 26 27

ポケット ポケット
運動遊び

★集団
　個別
　SST

【挨拶・手洗い・身だしなみ】挨拶も手洗いも身だしなみ、めんどくさいかもしれない
けれど全部大切なことだから続けていこう＾＾
【トーキングゲーム】質問の書かれたカードを一枚引いて答えるよ。お友達が答えてい

る時は聴くよ👂

【豆まき】鬼の口にめがけて投げれるかな？見事鬼の口に入ればいいことあるかもね？

★クッキング

【バレンタインチョコ作り】バレンタインは女の子はうきうき、男の子はどきどきする

ね！チョコを湯煎で溶かして型に入れてトッピングして作るよ♡

　　　　　　　　　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】お財布をいれる小さなバッグを持ってきてね！

　　　　　　 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・小さなバッグ・300円（当日持参）

★運　動
【ボール遊び】ボールを使っていろんなゲーム（しりとりキャッチボールなど）をする
よ

★クッキング

【もちもち豆腐パンケーキ】豆腐とホットケーキミックスを混ぜて作ってみよう

　　　　　　　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。

★室内遊び
【マット運動】新しい回り方に挑戦しよう
【大繩とび】低学年：1回ジャンプでとんでみよう
　　　　　　 高学年：みんなで一緒にとぼう

＊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。

2月のプログラム内容

★創　作 【ゆきだるま・手袋】毛糸を色んな素材に巻こう⛄一回結び・リボン結びできるかな

★集　団
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

【箱の中身当てゲーム】 質問してみんなで答えを考えてみよう✋
　　　　　　　　　　　　上手に質問できるかな？

★集　団
　ﾙｰﾙ

【じゃんけん遊び】勝ち負けがわかり、友達と一緒に楽しく遊ぼう～

★運　動
【大縄跳び】大繩に慣れて、跳べるようになろう！回して何回跳べるかな？
　　　　　　お友達と跳んでみたり、ゆうびんやさんもやってみよう！

ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

運動遊び

クッキング

集団（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 創　作

18 19 20

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 運動遊び

ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

建国記念日

お出かけ

室内遊び

クッキング

集団（ルール）

ポケット ポケット

11 12 13

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

運動遊び

室内遊び

1 2 3 4 5 6

ポケット ポケット ポケット ポケット

放課後等デｲサービス 2月のプログラム
月 火 水 木 金 土


