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発行 生活支援サービスのぞみ 深谷営業所 
〒369-1101 深谷市長在家2659-1 電話番号 048-577-5318 

４月の企画 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

ミニクレープ作り 

チョコバナナ作り 

節分 

2月3日と言うことで、みんなと

豆まきゲームと称し的当てをし
ました。的当て後も、鬼に向
かって豆を投げ、仮面付けて
鬼ごっこしている子もいました。 

今回はみんなで 
ミニクレープを作りました。 

協力して中に入れる具材
を潰して貰い、トッピングを
しました。みんな美味しそ
うに食べていました。 
 

勉強会のお知らせ 
今回はみんなでチョコバナナ
をおやつに作りました。 

バナナをお皿に入れたっぷり
とチョコソースや生クリームを
かけて食べました。みんな口
の周りがチョコをつけ美味し
そうに食べていました。 

3月20日を予定していました

勉強会が延期となりました。
日にちがまだ未定となってい
ますが、決まり次第お知らせ
をさせて頂きます。参加希望
して頂いた方申し訳ございま
せん。 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

おやつ作り 
  日時：4月23日（木） 
         28日（火） 

  場所：のぞみ 

 内容：おやつ作りで 
   23日（ホットサンド）     
     28日（ミニピザ）を 

     作ります  

昼食買い物体験 
日時：4月18日（土） 

内容：昼食の購入体験
行います。1,000円程度
持たせてください。 

 

買い物体験 

 日時：4月21日（火） 

  場所：西友 

 内容：おやつの 
    購入体験をします。 

   ※当日おやつ代から 
    出しますのでお金は 
    不要です。 
 
     

※申し訳ありませんが感染の拡大によって 
  いずれの企画も中止の場合があります。 
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5月の企画 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

避難訓練 

お花見 

卒業式 

のぞみを利用している子の中
に、小学校・中学校・高校と卒
業する子がいました。のぞみ
の中でも卒業式として、みんな
で作ったアーチを通ってもらい
お祝いをしました。 

今回のぞみに川本消防署の
消防士さんに来てもらい、避
難訓練・通報訓練・消火訓練
を行いました。 

貴重な体験とお話をしていた
だきありがとうございました。 

送別会 

今年はあっという間でしたが、
円良田湖やさきたま古墳公園
に行って桜を背にみんなで写
真を撮ってきました。 

長く利用していただいて
いた高校3年生が最後の

利用日だったので盛大に
お見送りを行いました。 

のぞみでの経験を活かし
て作業所では頑張っても
らいたいです。 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

昼食購入体験 
日時：5月30日（土） 

内容： 
当日お昼食を自分で選
んで購入体験をします。  
備考：弁当は不要です。 
※お金の用意を 
       お願いします 
 

軽作業体験 
日時：5月4日～6日

内容：午後の課題の
時間に法人内で行っ
ている作業の体験を
行います。 
 

買い物体験 

 日時：5月18日（月） 
         26日（火） 

 内容：18日26日はおやつ 
   の購入体験をします。 
 ※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 
 
     

※申し訳ありませんが感染の拡大によって 
 いずれの企画も予定の変更、中止の場合があります。 
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6月の予定 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

対策の様子 

晴れた日には観音山や仙元山に 
行って、みんなで山登りをして 
きました。 
また人が少ない公園・場所を 
選び、水分補給の際には消毒を 
行い紙コップを使用しています。 

（早期発見） 
・ご利用時には3回の検温を実施します。 
 37.5℃以上の体温がある場合には、ご家族
へご連絡致します。 

・職員による「濃厚接触者」の定義理解を共有
し早期発見へ努めます。 
 

（感染予防） 
・外出先は遊具が少なく、人が密にならないよ
うな公園へ外出します 

・送迎、外出時など車両を使用する際は、窓を
開け換気を行い、密室状態を避けます 

・室内にて活動している際は、換気を行うため
天窓を開放します 

・昼食、おやつ時は居室を分け、少人数にて食
事を行います 

・室内、使用するおもちゃ、手すり等は営業前、
営業後に実施します 

・お子様へおやつ等を提供する際は、職員は
手袋を着用し、紙コップ、紙皿を使用します。 

運動 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

～ 臨時休業のお知らせ ～ 
6月1日（月）6月2日（火）は 

コロナウイルス感染拡大・緊急事態宣言に伴い 

臨時休業とさせていただきます。 
 

※学校が開始するかまだ未定ですが、日にちにはご注意下さい。 

※コロナウイルス感染が終息してきましたら 
買い物体験等の企画を再開いたします。 

コロナウィルスに対しての対策 

                                                                                        

来園時・昼食前・ 
15:00の3回非接触で
検温を行っています。 

車内では換気と消毒
スプレーを入れ送迎
や乗車中も気を付け
ています。 

食事の際には 
人との距離を 
あけるように 
しています。 
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7月の予定 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

公園 

今回のゴールデンウィークは 
コロナウイルスの感染拡大に伴い 
なかなか遠出のお出かけなどが 
できなかったので、作業体験と称し、 
実際に同法人で行っている作業を 
体験してもらいました。 
 
まずは決められたビスの袋詰めの体験です。 

穴のあいた治具を使い、本数を間違わない
ようにビスを刺してみました。 
出来そうな子には、ビスを 
袋に入れるまでを行って 
貰いました。 
続いては薪詰めの体験です。 
段ボールの箱に薪を並べていきました。 
同じ向きで敷き詰めることがみんな 
出来ていました。 
思ったよりも 
こども達が 
楽しそうにやって 
いたので良かったです。 
 

寄付を戴きました 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

※買い物体験は、コロナウイルス感染が 
  拡大により中止となる場合があります。 

GWの作業体験 

                                                                                        

先日のぞみに寄付をして頂き、
そこからリバーストーンズとい
うものを購入させていただきま
した。跳躍やバランスをとる動
きや足裏への刺激を通じて身
体感覚を養うそうです。また
DVDや子供たちのおやつに 
アイスなどの購入などに 
使わせていただきました。 
田尻様ありがとうございました。 

緊急事態宣言解除後に 
公園に行きました。 
みんな久しぶりに行けた 

公園などもあり元気いっぱ
いに遊んできました。 

かき氷作り 
日時：7月30日（木） 

内容：おやつにかき氷を 
    みんなで作ろうと 
    思います。 
 

買い物体験 
日時：７月21日（火） 

内容：西友でおやつの 
    購入体験をします。 
 ※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 
 
     

〈夏休みの宿題〉 
希望がありましたら、 
ご連絡ください。 
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8月の企画 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

感謝の気持ち 

七夕準備 

散歩 
自粛期間中から体力を 
戻すべく、時差登校の日は 
少人数でも公園に行って 
お散歩をしてきました。 
大好きなスタッフさんたちと 
ゆっくりコミュニケーションも 
取れ嬉しそうでした。 

6月21日は、父の日という

こともあり、製作で両親に
感謝を伝えました。 
「ありがとう」とメッセージを 
書きました。 

公園散策 

6月の下旬から、七夕の準備

の為、短冊や飾りを作ってき
ました。スタッフさんが竹を
取ってきてくれ、みんなで飾り
付けをしました。 
完成する頃が楽しみです。 

初めて榛の森公園に行
き散策してきました。 

梅雨の期間中の晴れ間
に綺麗なアジサイを見る
ことが出来ました。 
 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

買い物体験 

 日時：8月7日（金） 
       25日（火） 

 内容：7日25日は 
     西友へおやつの 
     購入体験をします 
 ※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 
 
     

おやつ作り 
  日時：8月11日（火） 

         19日（水）    

 内容：11日：ゼリー 
      19日：ホットケーキ 
      29日：かき氷  
    をみんなで作ります 
 ※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 

 
 

お弁当注文日 
日時：8月20日（木） 
       24日（月）        

 内容：ほっともっとにて 
   弁当の注文をします 
 
※前日までにお知らせを配り 
  当日にお釣りの無いように 
  用意をお願いします。 
 

※当日天候等により急遽変更となる場合があります。ご了承下さい。 
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9月の企画 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

トミカを寄付 

製作 

課題 
ライフスキルのひとつとして新
しく整容の課題に取り組んでみ
ました。元々鏡を見る事が好き
な子もいたので、髪をとかした
り、顔を洗ったりと言ったことを
行ってみました。日常の１コマ
に落とし込めたらと思います。 

法人の職員よりトミカの寄
付を頂きました。 

トミカを走らせたり、ブロッ
クで駐車場を作ってみたり
と、みんな喜んで使わせて
頂いています。ありがとう
ございます。 

かき氷 

梅雨明けしそうな時期に、
今シーズン初めてのかき
氷を作りました。 

ちょうど暑くかき氷をおか
わりする子たちでいっぱ
いで列が出来ていました。 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

買い物体験 

 日時：9月2日（水） 
       28日（月） 
 

 内容：西友へおやつの 
     購入体験をします 
 ※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 
 
     

おやつ作り 
  日時：9月17日（木） 

         22日（火）    

 内容：17日：蒸しパン 
      22日：ホットサンド 
    をみんなで作ります 
 
 

※当日おやつ代から 
   出しますのでお金は 
   不要です。 

 
 

避難訓練（仮） 
日時：9月14日（月）        

 内容：避難訓練を行い 
    水消火器で消火 
    訓練を行います 
 

※当日天候等により急遽変更となる場合があります。ご了承下さい。 

七夕の飾り付けを行って当日
完成しました。七夕以外にも、
夏に向けて、カニやアジサイ
の製作もしました。 

壁面は夏に向けての準備が
すすんでいます。 
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10月の企画 

たんぽぽ祭りに 
行きました 

 

お弁当注文 

買い物体験 

川遊び・水遊び 
猛暑が続いた夏休みに、川遊
びをしてきました。川の水は冷
たくて気持ちよく、水着を着て
みんなで水のかけっこをしてき
ました。水分もマメにとって、午
後からも庭で水遊びをする子も
いて元気いっぱい過ごしました。 

今回はじめて、ほっともっとで
注文し当日お金を集め昼食を
用意してみました。 
 みんな選んできたお弁当で 
よく食べる子もいました。 
いつもと違う昼食にみんな 
ワクワクしている様子でした。 

ホットケーキ作り 
おやつ作りでホットケー
キを作りました。ホットプ
レートで焼いて、ひっくり
返すのも上手にできまし
た。みんなで美味しく食
べて顔にチョコが付くほ
ど夢中で食べていました。 

のぞみの様子や報告をブログでも行っています。 
もしよろしければ見てください！http://nozofuka.seesaa.net/ 

←こちらからも 
  ブログ見れます! 

お弁当注文日 
日時：10月17日（土）  

内容：ほっともっとにて
お弁当を購入します。 
 

※希望者は当日、お弁
当を選びお金を持参く
ださい。事前にメニュー
はお渡しします。     

おやつ作り 
日時：10月10日（土） 
        22日（木）    

内容：10日：ゼリー 
     22日：ミニピザ 
   をみんなで作ります 
 

ハロウィンイベント 
日時：10月31日（土）        

内容：みんなで仮想し
てイベントをしたいと思
います。 

 

※当日天候や感染状況により急遽変更となる場合があります。ご了承下さい。 

夏休み前半に買い物体験で 

西友に行きおやつを買いに
行ってきました。グループに分
かれ少人数で購入体験へ。 

好きなおやつを買え満足そうで
した。感染拡大により2回目は
中止とさせていただきました。 


