
日 月 火 水 木 金 土

1日
おでかけ

集団レク

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
リベロ交流会 富士見湖パーク 虹の湖公園 フットサル

集団レク 音楽 SST

リズムダンス

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
おたのしみ 桃の収穫体験 おでかけ フットサル アップルヒル 猿賀公園 公園

音楽 集団レク リズムダンス

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
外食日 公園 フットサル 大高山総合公園 集団レク

SST 音楽 リズムダンス

バス体験

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
おたのしみ お誕生会 集団レク 音楽 リズムダンス フットサル

ＤＶＤ鑑賞

30日 31日
リズムダンス

　　　　

[すてっぷ]［すてっぷ・あっぷ］通信 8月

弥生いこい
の広場

西目屋
グリーンビ

レッジ

避難訓練
（じゃんぷ

買い物練習）

☆今月の文責は小笠原でした☆

弘前レンガ
倉庫美術館

特定非営利活動法人

team. Step by step 

キネティッ
クサンド

⚽フットサルの

お知らせ⚽

８日(土) 10:00～11:30

１２日(水) 10:00～11:30

１９日(水) 10:00～11:30

2９日(土) 10:00～11:30

※サッパドゥで行います。

△お知らせ△

例年夏休み中は、「プー

ル」の活動がありましたが、

現在のコロナウイルスの現状

を踏まえ、夏休み中の外部か

らの人の出入りも多くなると

予想される為、今年度は、

「プール」の活動を中止させ

て頂きます。

ご理解、ご協力をお願い致し

ます。

⚽ フットサル再開しました❕ ⚽
6月より、「フットサル」を再開しました。まずは、”鬼ごっこ”で

ウォーミングアップ♪その後ボールを使ってパスやドリブル、シュート

練習を行い、最後は『ミニゲーム』を行っています。子ども達はコート

内を思いっきり走り回り、楽しそうな笑顔が溢れています。

まだまだ新型コロナウイルスが落ち着かず、心配な毎日が続きますが、

熱中症対策や様々な感染予防に努めながら、元気に気持ちのいい汗をた

くさん流していきたいと思います❕

リベロ交流会のお知らせ

今年も、リベロ津軽さん

とサッカー交流会をさせて頂

きます。ユニフォームを着て

元気いっぱい頑張ってきま

す！！

見学大歓迎です！
※感染予防対策として、適度な距

離を取り、マスク着用をお願い致

します。

8月3日（月）

すてっぷ、すてっぷ・あっぷ

時間 １０：００～１１：３０

場所 リベロ津軽グランド
※雨天時はＳＡＰＰＡ－ＤＯにて

行います。

※コロナウイルスの影響や天候により行事が変更になる場合がありますのでご了承下さ

い。

★８月行事予定★
3日（月） リベロ交流会

リベロ津軽さんとフットサル交流会を行います。

6日（木） 西目屋グリーンビレッジ

西目屋グリーンビレッジの中にある公園で遊んできます。

※お弁当を持って10時出発予定です。

１０日（月） 桃の収穫体験

尾上にある農家さんの所へ行き、桃を収穫してきます。

※事業所を10時出発予定です。

１７日（月） 外食日

今回は、注文したお弁当を持って、公園でピクニック気分を

味わいながら食べて来たいと思います。

※詳細は後日お知らせします。

２２日（土） 弘前れんが倉庫美術館、バス体験

弘前駅からバスでれんが倉庫へ行き、新しくプレオープン

した青森犬等が展示されている弘前れんが倉庫美術館へ

見学に行ってきます。



日 月 火 水 木 金 土

1日
おでかけ

集団レク

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
フットサル 富士見湖パーク 虹の湖公園 フットサル

集団レク 音楽 SST

リズムダンス

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
おたのしみ 桃の収穫体験 おでかけ フットサル アップルヒル 猿賀公園 公園

音楽 集団レク リズムダンス

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
外食日 公園 フットサル 大高山総合公園 集団レク

SST 音楽 リズムダンス

バス体験

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
おたのしみ お誕生会 集団レク 音楽 リズムダンス リベロ交流会

ＤＶＤ鑑賞

30日 31日
リズムダンス

　　　　

[じゃんぷ]通信 8月

弥生いこい
の広場

西目屋
グリーンビ

レッジ

避難訓練
（じゃんぷ

買い物練習）

☆今月の文責は小笠原でした☆

弘前レンガ
倉庫美術館

特定非営利活動法人

team. Step by step 

キネティッ
クサンド

⚽フットサルの

お知らせ⚽

３日(土) 10:00～11:30

８日(土) 10:00～11:30

１２日(水) 10:00～11:30

１９日(水) 10:00～11:30

※サッパドゥで行います。

リベロ交流会のお知らせ

今年も、リベロ津軽さん

とサッカー交流会をさせて頂

きます。ユニフォームを着て

元気いっぱい頑張ってきま

す！！

見学大歓迎です！
※感染予防対策として、適度な距

離を取り、マスク着用をお願い致

します。

8月29日（土）じゃんぷ

時間 １０：００～１１：３０

場所 リベロ津軽グランド
※雨天時はＳＡＰＰＡ－ＤＯにて

行います。

※コロナウイルスの影響や天候により行事が変更になる場合がありますのでご了承下さ

い。

★８月行事予定★

⚽ フットサル再開しました❕ ⚽
6月より、「フットサル」を再開しました。まずは、”鬼ごっこ”で

ウォーミングアップ♪その後ボールを使ってパスやドリブル、シュート

練習を行い、最後は『ミニゲーム』を行っています。子ども達はコート

内を思いっきり走り回り、楽しそうな笑顔が溢れています。

まだまだ新型コロナウイルスが落ち着かず、心配な毎日が続きますが、

熱中症対策や様々な感染予防に努めながら、元気に気持ちのいい汗をた

くさん流していきたいと思います❕

3日（月） リベロ交流会

リベロ津軽さんとフットサル交流会を行います。

6日（木） 西目屋グリーンビレッジ

西目屋グリーンビレッジの中にある公園で遊んできます。

※お弁当を持って10時出発予定です。

１０日（月） 桃の収穫体験

尾上にある農家さんの所へ行き、桃を収穫してきます。

※事業所を10時出発予定です。

１７日（月） 外食日

今回は、注文したお弁当を持って、公園でピクニック気分を

味わいながら食べて来たいと思います。

※詳細は後日お知らせします。

２２日（土） 弘前れんが倉庫美術館、バス体験

弘前駅からバスでれんが倉庫へ行き、新しくプレオープン

した青森犬等が展示されている弘前れんが倉庫美術館へ

見学に行ってきます。

△お知らせ△

例年夏休み中は、「プー

ル」の活動がありましたが、

現在のコロナウイルスの現状

を踏まえ、夏休み中の外部か

らの人の出入りも多くなると

予想される為、今年度は、

「プール」の活動を中止させ

て頂きます。

ご理解、ご協力をお願い致し

ます。
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