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新型コロナウィルス感染対策により、4月 5日 (日 )

芝支_ の予定45月 10日 (日 )と させて頂きま抗

ひきわ叫会

2年 5月 10日 (日 )クラブスペ‐スワー/p

クジ考ンカ十増ング&宅殉リイ東 1参加費 300円
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9:15～ 受付開始 (東校舎玄関)

9:30～ クリーンウォーキング

開類 学校周D
10:10 休憩(ティータイム※お菓子あり)

lo:3o～ エクササイズ開類 学習∋

11:30  クラガ終了・解散

※持つてくる物

☆ ゴミ拾い用軍手、タオル、上ばき

:ひまわり会事務局便離幡:027-237-0526

※出欠のハガキにつきましては、4月 に入 りました

ら、別途発送させて頂きます。



2020年度クラブ「スペースワール ドJ年間計画表 (案)

月  日 開 催 場 所 内 容

5月 10日 (日 )

附属特別支援学校東校舎 「タ リー ン作戦 &エクササイズ」

※学校周辺からベインア文化ホール周辺まで

を、清掃活動

雨天場合は、附属特別支援学校東校舎 2階,廊下

清掃、窓拭き&エ クササイズ

6月 7日 (日 )
附属特別支援学校東校舎

「alJ作活動、J

※キジドで作る創作活動です。

3月 2日 (日 )
附属特別支援学校東校舎

筆撃!

「おたの しみフェスタ」

※本人会が内容を決めます。

10月 18日 (日 ) 「助 い贈媛l      しよう!」

※冷製パスタ、野菜スープ、デザート

12月 13日 (日 )
附属特別支援学校東校舎 「クリスマス会」からたち学級共催

保護者向け茶道教室

※本人の会がきめます。

2月 日(日 ) 「お節句の調理をしよう町

※太巻きずし、お吸い物、デザート

2020年度本人の会年間計画表 (案 )

6月 7日 (日 ) 附属特別支援学校

お楽 しみフェスタの内容決め

11月 未定   附属特別支援学校

クリスマス会の内容決め



2020年度ふれあい農園年間計画表篠 )

月   日 内 一容 種まき、購入種・苗
3月 15日 (日) ジャガイモ種芋植え付け 1露地。①ダイコンのニンジン③太ネギ

Cホウレンノウ
2清程■い ャ′ミッ②レタスCキュウリ

4月 5日 (日 ) さといも種芋植え 1厚動し,Cとダ▼メ②スイートコーン
2;笥静・Gインゲン②オクラ⑥時ュウリ

④カボチャC培ロヘィヤ⑥落
雄

4月 19日 (日) 種まき、夏野菜定植準備

5月 3日 (日) ゴーヤ・カボチャ(夏野鶏 定植 ス②ピギ じて》I洋ャ
5月 17日 (日) さつまいも苗植え付け

6月 21日 (日) タマネ中岡賜路・長ネ軸 ・夏野菜の
手入れ

＼
7月 5日はつ ジャガイモ収穫祭 1昂義百…Gゾロッヨリび ャベッ

2露地十。C淳ンジン7月 19日 (日) 夏野菜の収穫・手入れ

8月 2日 (日) 夏野菜の収穫・手入れ 1葡静・<)ヽクサイ②レタス
8月 16日 (日) 冬野菜 (ブ→漕リス キrツ定植

9月 6日 (日) 冬野菜(白 :鶏定植 1育苗…①タマネギ
2露測いく動弁イコン②レタス9月 2Ю 日(日) 夏野菜の収穫・手入れ

10月 4日 (日) さつま芋収複祭

野菜収穫・手入れ

1葡首・・C浸ネ押鎮ネ司C汐ヤエンド
蛾 ャベツ的L10月 18日 (日 )

11月 1日 (日) きといも収穫祭・手入れ

11月 15日 (日 ) タマネギ定植・手入れ

12月 6日(D 冬野菜収穫祭

3月 14日 (日 ) 井 舛 モ章垂宇莉まえ介詢ナ

〔本年度さらに実現させたい取り組み〕
ユ 各種農園活動の拠点となる小屋づくり第 2弾

みんなの力(知恵・アイディア ド書動)で心温まる場づくり
2 野菜直売所の開設

卒業生ご本人、地域の方々等の活躍の場づくりの一つとして
3 純粋な農園活動以外の利用者・スタッフ等合同のお楽しみ会

(例 :カ ラオケ、食事会、○○狩り等)

開催場所  ふれあい農園 (高崎市正観寺町 158P氏宅南の畑
開始時間  午前 9時 30分～
通常の参加費     300円   ※体験参加費無料
農目収穫祭参加費   500円 (汁物有り)



TSUBASA FC(ツパサ)

時 原則毎週 日曜日 午前 9時 30分～12時

所 群馬大学荒牧キャンパス運動場

督・ コーチ・マネージャー

群大教育学部、福祉大学の学生

章メンバ 一ヽ

群大附属特別支援学校・前橋高等特別支援学校 。高崎高等特別支援

学校・太日高等特別支援学校・渡良瀬特別支援学校・渋川特別支援学

校卒業生・他

を連絡先  代表 斉藤健一 伍090‐ 1454口 6044

者日 時 毎週 日曜日午前中

本場 所 敷島公園松林

あかぎ大沼白樺マラノン、ぐんまマラノン等に参力日をめざし、親子で

ランエング、ウォーキングをしています。

※スペシャルオリンピックス群馬

の練習にも参加 してます。

オ日 時 第 2・ 4日 曜日午後 1時 30分～

★場 所 群馬大学荒牧キャンパス運動場

キ連絡先   代表  lll田 香  駈090'4742口8866
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