
① 14:30 ① 9:00 主活動 動植物園に行こう

主活動 時間割をやってみよう 主活動 感触あそび ② 16:00 ② 10:30 目的 親子の関わり
手順の理解

目的 就学に向けて 目的
手順の理解

感触を楽しむ
③ 14:30 時間 10：30～13：00

個別療育 16:00 ④ 16:00

備考欄

① 14:30 ① 9:00

主活動 時間割をやってみよう 主活動 ボールで遊ぼう ② 16:00 ② 10:30 主活動
オリジナルタンブラー

作り

目的 就学に向けて 目的
ルールの理解
遊びの共有

③ 14:30 目的
手順の理解

道具の使い方

個別療育 16:00 ④ 16:00 10:30

13:30

備考欄 15:00

① 14:30 ① 9:00

主活動 足型アート ② 16:00 ② 10:30

目的
手順の理解

感触を楽しむ
③ 14:30

④ 16:00

備考欄

主活動 年長さんお楽しみ会 ② 10:30 ② 10:30

目的 親子の関わり
手順の理解 主活動 放デイって何するの 主活動 放デイって何するの ③ 14:30 ③ 14:30 主活動 放デイって何するの 主活動 トロッコ列車に乗ろう

時間 10：30～13：00 目的 放デイ利用に向けて 目的 放デイ利用に向けて ④ 16:00 ④ 16:00 目的 放デイ利用に向けて 目的
手順の理解

道具の使い方
遊びの共有

個別療育 16:00 個別療育 16:00 個別療育 16:00 10:30

13:30

15:00

主活動 放デイって何するの 主活動 放デイって何するの

目的 放デイ利用に向けて 目的 放デイ利用に向けて

個別療育 16:00 個別療育 16:00

年長児さん限定のお楽しみ会で
す。
あそびぃAでの今までの取り組み
を振り返っていきます。
是非ご参加ください。

行　 ・　 帰 行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

31

備考欄 備考欄

備考欄

行　 ・　 帰

裏面を必ずご覧ください。

行　 ・　 帰

16:00

16:00

16:00

① 16:00

16:00①

個別療育

行　 ・　 帰

備考欄 備考欄

午前　年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

個別療育

終日　年長児単独療育
（希望者放デイプレ療育）

終日単独療育

行　 ・　 帰

21

備考欄

行　 ・　 帰

個別療育

備考欄

行　 ・　 帰

午前　年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

11 12 13 14

4 5 6

18 19 20

個別療育 個別療育

午前　年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

行　 ・　 帰

個別療育

個別療育 個別療育

備考欄

終日単独療育

備考欄

16:00①

個別療育 家族療育

備考欄

備考欄

1 7

8 9 10

2 3

様 あそびぃえーす　児童発達支援事業
年長児利用予定表

日 月 火 水 木 金 土

個別療育終日　年長児単独療育
（希望者放デイプレ療育）

午後　年長児単独療育
（波野・坂梨・ひかり・宮地・古城・

中央幼・黒川）

行　 ・　 帰

23

個別療育

午後　年長児単独療育
（内牧・山田・赤水・尾ヶ石・永草・乙

姫）

備考欄

終日　年長児単独療育
（希望者放デイプレ療育）

備考欄

備考欄

26

個別療育 個別療育

行　 ・　 帰

2827

29 30

24

15 16

備考欄

個別療育

備考欄

終日　年長児単独療育
（希望者放デイプレ療育）

22

終日　年長児単独療育
（希望者放デイプレ療育）

17

個別療育

備考欄

25

家族療育

個別療育備考欄

予約について

・2月23日（日）7時～2月26日（水）までがご予約の受付期間となります。

（グループ療育、個別療育、家族療育）

※予約方法として、基本的に予約受付期間中のあそびぃえーす利用時に連絡帳に

挟む方法やＦＡＸ、もしくは、

メール、予約管理システムでのご予約とさせていただきます。なお、FAXやメー

ルの際は必ずお子様の名前をご明記ください。

・グループ療育・運動遊び療育を利用されている方は、必ず月1回個別療育のご予約をお願い致します。

受付：

転記：

確認：



終日単独療育について

感触あそび
寒天や、小麦粉を使い、感触あそびを行います。手順・約束の理解や、感覚面へのアプローチを楽しみなが
ら取り組みます。

ボールで遊ぼう

トロッコ列車に乗ろう
持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

ボールを使った設定遊びを行います。
集団での活動への参加やルールの理解、目と手の協応にも繋がります。また事前の約束を行う事で約束を守って楽しかった経験やルー
ルや約束を守る事の大切さに繋げていきます。

家族療育について

放デイって何するの
（放課後等デイサービス利用に向けて）

時間割をやってみよう
（就学に向けて）

＜個別療育について＞

ご家庭の都合にできるだけ合わせられるように、平日の個別療育の枠を増やしておりますので毎月必ず入れていただきますようお願い
致します。その中で、就学に向けての話しやグループ療育の様子などをお伝えしていきます。
受給者の更新があった方は、個別療育時に受給者証を持ってきていただきますようよろしくお願いします。

※単独グループ療育、運動遊び療育、家族療育と個別療育の同一日の利用はできませんので、予約時にご注意ください。
尚、個別療育の予定が合わなかった場合や、予約システムで空きがなかった場合はご連絡下さい。調整できる場合がございます。

高森町のトロッコ列車に乗ります。公共の場での過ごし方や列車内での過ごし方を事
前の約束等を行い支援します。※乗車料はあそびぃえーすで負担します。

※終日単独療育利用の際には、歯ブラシ・コップを持たせて下さい。昼食後に歯磨きの支援を行います。

足型アート
足型を取り、それを使って製作を行います。
自身の足の形や大きさ、指の数等イメージし表現する事でボディイメージの形成にも繋がります。

就学に向けて、時間割の使い方、見方を支援していきます。

放デイ利用希望の方を対象にします。4月からの利用に向けて場所や活動内容に慣れていただきたいと思いま
す。放デイで取り組んでいる活動内容のホビータイム(余暇の広がり)やセレクトタイム(自己選択)に取り組みま
す。
終日（9：30～17：00）の利用となります。自宅への往復送迎を行います。送り迎えでのご利用も可能で
す。ご不明な点はスタッフまでお気軽にお問合せ下さい。

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

オリジナルタンブラー作り
オリジナルのタンブラーを手順書を使用しながら製作していきます。
手順の理解や道具の使い方を支援します。

平日単独療育主活動内容について

3月7日【熊本市動植物園へ行こう】
時間：10：30～13：00
持ってくるもの：ハンカチ、水筒、着替え、帽子、お弁当（参加されるご家族の人数分）

熊本市の動植物園で家族療育を行います。現地集合・解散です。外出先でのサポートの方法を一緒に考えていく機会になればと思います。ご参加お待ちしてます。

※当日は10：30に正面玄関前に集合お願いいたします。

3月22日【年長さんお楽しみ会】

時間：10：30～13：00
持ってくるもの：ハンカチ、水筒、印鑑（放課後等デイサービス利用希望の方）

受給者所（放課後等デイサービス利用希望の方）
目的

・楽しんで参加できる

・親子の関わりを楽しむ

・友達や保護者、スタッフと思いでづくりができる

4月から小学校に入学する年長さんに、あそびぃえーすでの楽しい思い出作づくりをしていただけるようにおたのしみ会を

企画しました。スタッフの出し物や食事会なども計画しております。

参加の方は大人と子どもの参加人数をお知らせください。

たくさんの参加をお待ちしております！！
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