放課後等デイサービス ・ 児童発達支援 事業所紹介ページ
ペ
｜ 事業所名
ジ

放課後等
児童
デイ
発達支援
サービス

住所

電話番号

1 健生児童デイサービス

神沢3-303-1

878-6621

○

2 児童デイのん・たんと

鳴子町4-13 第１カンテ１Ｆ

896-6488

○

3 児童デイかるむ

鳴子町1-6 鳴子団地第80-001

899-0005

○

4 児童デイサービスみっけ

姥子山22-1鳴海第二団地100

627-0883

○

5 健生神沢こども発達支援室

神沢2-1409

878-6577

○

○

6 グッピー

松が根台103番地

892-2331

○

○

7 児童デイサービス びぃーとる

浦里4-140

893-6098

○

○

7 児童デイサービス さにぃー

浦里4-139-2

899-0701

○

○

8 みどり児童支援センターひなゆり 上汐田24珊プラザ丸信202

613-9541

○

○

9 みどりそよ風

相原郷2-1102

623-3560

○

○

10 みどり児童支援センター 第二ひなゆり 滝ノ水3-1206

842-9461

○

○

11 みどり児童支援センター 東部ひなゆり 東神の倉2-2260-2

838-8642

○

○

838-6713

○

○

12

重症心身障がい児デイサービス
藤塚2-604 B101,102
ゆう

13 こどものデイ ふわふわの家

姥子山1-308A

825-4827

○

○

14 ぽぽランド

六田1-192

829-1896

○

○

15 ぽぽクラブ

曽根1-121

829-1897

○

○

16 楽子

大高町字高見12-1

626-6039

平手北2-1701

680-8221

○

太子1-135

746-3733

○

17

季楽 放課後等デイサービス
能力探求スクール ジーニアス

18 ライフケアキッズ有松

最新情報は各事業所にお問い合わせください

○
○

事業所名

サービス種別（定員）
放課後等デイサービス（10名）

1 健生児童デイサービス
有限会社健生メディカルコーポレーション

法人名
住所

〒458-0014 名古屋市緑区神沢3-303-1（1F）

TEL

052-878-6621

FAX

052-878-6983
dei@kensei.e-doctor.info

E－mail

http://www.kensei.e-doctor.info/kenseizidoudeisa-bisu2.html

HP
アクセス

◆地下鉄：桜通線神沢駅より南へ徒歩約１５分
◆名鉄バス：神沢中学校下車、進行方向へ徒歩３分

開所日

平日/学校長期休暇 12：00～18：30

利用時間

平日/学校長期休暇 12：15～18：15

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

対応可能な範囲で平日は学校から送迎を行い、事業所まで安全にお子様を送迎いたします。（送迎可能な範囲で
おこないますので全児童が対象となるわけではありません。）

特になし（ただし医療的ケアの必要な方を除く）

【活動内容】

外

【平日】学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長
期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に
提供いたします。学校教育と相まって障がい児等の自立を促進
するとともに、放課後等の居場所づくりを推進し、学校授業終了
後又は休業日において生活能力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進その他の便宜を供与いたしております。（主
に日常生活指導、社会適応指導、余暇支援等を中心として実
施。）
【学校長期休暇】 午前中は、通常時同様に個別支援計画書に
基づく集中的な訓練・指導（1時間）や音楽療法、体育・運動、外
国人教師である指導員による英語教育（楽しく学ぶ英語の時間）
等を行い昼食では自分で食べれるように食事指導を行い、午後
は午睡後より余暇支援として学習指導（苦手な教科や宿題等の
指導））・レクレーション・創作活動・自由遊び等にて楽しく過ごし、
帰りの会、お迎え、というようなサービス体系で長期休暇中の支
援を行います。（送迎はありません）

日常生活機能訓練

健生

観

外観・正面

宿題・課題学習

集団学習指導
【ひとこと】
健生では医療・教育・福祉技術の進歩により取り入れた技術・理念・手法をもとに、創造性・発想・誠意をもって指導
員一人ひとりが思考と工夫を重ねて丁寧なサービス提供に努めております。今日、日々変わりゆく時世の中で社会
福祉という概念のもと個性を尊重し成長をサポートするべく支援環境を整え児童福祉・教育・リハビリにて児童発達
でのサポートに努めております。
【事業所から地域へメッセージ】
地域の皆様には大変お世話になっております。住宅地の中でありながら皆様のご理解とご協力のもとハンディのあ
る子どもたちの成長をサポートする児童デイサービスを平成17年（支援費制度）から、現在の児童発達支援・放課
後等デイサービス至るまで継続して実施できています。今後予測される南海トラフ震災や災害時等の発生の折に
は、避難の際、ぜひ一言お声をかけていただき避難等にご協力いただければ幸いです。今後も地域のみなさまの
ご理解を賜りながら児童福祉分野でさらなる支援を継続してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。

事業所名

2 障がい者総合支援 児童デイ のん・たんと

サービス種別（定員）
放課後等デイサービス（定員１０名）

法人名

特定非営利活動法人 たすけあい名古屋

住所

名古屋市緑区鳴子町４丁目１３番地 第1カンテ１F

TEL

０５２－８９６－６４８８

FAX

０５２－８９６－６４８７

E－mail

jidouday_non.tanto@tasukeainagoya.com

HP

http://tasukeainagoya.com/

アクセス

市バス 「鳴子町」より徒歩5分

開所日

月曜～金曜 （長期休暇・祝日も対応）

利用時間

平日 13：00～17：00 祝日・長期休暇 10：00～16：00

送迎の有無／送迎範囲

児童デイのん・たんと

緑区・天白区へ送迎あり。 南・天白の特別支援学校へは送迎も行っています。

利用者の主たる障害 知的障害児
【活動内容】

外
外

観
観

＊個別スケジュール
その子の特性や得意なこと、興味のある事を観察し
日々のスケジュールに組み込んでつくっています。
状況や様子に応じて集団活動や個別活動のプログラ
ムを設定し、本人と一緒に日々の活動内容を組み立
てる事もあります。
＊個別活動＜取り組みの時間＞
本人の興味・関心にあわせた課題を作成し、大人の
助けが無くとも「一人でやれた！」という達成感を体感
してもらえる様な支援を心がけています。
＊集団活動＜外出レク等＞
年に数回、工場見学やBBQ、夏季にはプールなどの外出レクリエーションを企画しています。
その他に平日には近くの公園に遊びに行ったり、お店に行って買い物学習など、季節や子どもたちの様子に
合わせて小規模な外出をスケジュールに組み込むこともあります。 おやつ作りや工作も取り入れ、集団の中での
役割を理解し、活動に参加で来る様工夫をしています。

【ひとこと】
「児童デイのん・たんと」では、一人ひとりが落ち着いて過ごせる空間づくりをしています。一日の流れが分かりやす
いように絵カードを使っての説明もします。
新しい事への参加や、予定の変更時には極力負担の無いように心がけています。
【事業所から地域へメッセージ】
「児童デイのん・たんと」は、新しい街づくりを進める鳴子町にあります。
お店での買い物学習や公共交通機関の利用などの地域の社会資源も活用しながら、必要に応じて域内の医療関
係機関等とも連携して、この町に根差した施設を目指してゆきたいと考えています。

事業所名

3
法人名

サービス種別（定員）

児童デイかるむ

＊「生活介護かるむ」との
多機能型事業所です。

放課後等デイサービス（１０名）

特定非営利活動法人たすけあい名古屋

住所

緑区鳴子町１丁目６番地鳴子団地第８０棟００１号室

TEL

０５２－８９９－０００５

FAX

０５２－８９９－００１６

E－mail

calme@tasukeainagoya.com

HP

http://tasukeainagoya.com

アクセス

「市営地下鉄桜通線鳴子北駅」２番出口より徒歩８分

開所日

月曜日～金曜日（5/3～5/5、8/13～8/15、12/29～1/3を除く）

利用時間 平日：13時～17時

児童デイかるむ
生活介護かるむ

学校休業日：１０時～16時
送迎あり（範囲については要相談）

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

主たる障害を特定していませんが、知的障害・発達障害のご利用が多いです。

【活動内容】 ：児童デイかるむ

外

観

・見通しを持って過ごせるように、一人ひとりのスケ
ジュール等を視覚支援を用いて分かりやすく提示して
います。
・おやつの選択などを通し、自発的なコミュニケーショ
ン能力を伸ばす働きかけをします。
・発達課題に応じた個別の取り組みを用意し、「でき
る」を積み上げていく支援を行っています。
・学校休業日には、プールや工場見学などの外出レ
ク、おやつや昼食を作る調理レクなどの色々な企画
があります。
・クリスマス、ハロウィーン、節分、七夕など、四季
折々のお楽しみ会を行います。

ハロウィンで高齢者施設を訪問しました。

取り組み部屋の様子です。

【ひとこと】
「生活介護かるむ」との多機能型事業所として運営しています。成人期の暮らしをイメージしながら、学齢期の課題
解決に向けて放課後等デイサービスでできる支援を丁寧に考えていきたいと思います。「かるむ（ｃａｌｍｅ）」はフラン
ス語で、「おちつき、静けさ」を意味する言葉です。「児童デイかるむ」では利用者の方たちが安心して落ち着いて過
ごせる環境作りを大切にしていきます。
【事業所から地域へメッセージ】
子どもは、家族や地域の中であたたかく受け入れられ、守られ、育まれるべき存在であるはずです。障がい児は、
もちろん一人ひとりが特別なニーズを抱えていますが、健常児と同じ「子ども」です。私たちは、地域の皆様の温か
さに包まれて障がいとともに生きるこの子らにナチュラルなサポートを届けていきたいと思っています。

事業所名

4

児童

デイサービスみっけ

サービス種別（定員）
放課後等デイサービス
対象：小・中・高校生

定員：10名

特定非営利活動法人かんばす

法人名
住所

名古屋市緑区鳴海町字姥子山２２－１鳴海第2団地10０号室

TEL

０５２－６２７－０８８３

FAX

０５２－６２２－１５２０
canvas-sinsin.2008@athena.ocn.ne.jp

E－mail
HP
アクセス

名鉄有松駅より徒歩15分

開所日

平成23年3月1日

利用時間

月～金曜日１４：１５～１７：００、土曜日１０：００～１２：００

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害
【活動内容】

送迎あり／緑区（区外は相談応）
知的障害・発達障害・精神障害
外

観

2:15 順次来所、自由遊び
3:40 片づけ
3:50 始まりの会
読み聞かせ、あいさつ
4:00 おやつ
4:20 取組み
（工作、音楽、外遊びなど）
4:40 片づけ
4:50 帰りの会
歌、あいさつ
5:00 帰宅

【ひとこと】
放課後をリラックスして過ごし、コミュニケーションやマナーを身につけようと頑張っています！
【事業所から地域へメッセージ】
障がいを持つ児童が通う学童保育のような事業です。年に1回お祭りもあるので、ぜひ遊びに来てください♪

事業所名

５

サービス種別（定員）

健生神沢こども発達支援室

児童発達支援（10名）

株式会社健生カルティベイト

法人名
住所

〒458-0014 名古屋市緑区神沢2-1409

TEL

052-878-6577
052-755-1424

FAX

健
生

kkkh@kensei.e-doctor.info

E－mail

http://www.me.ccnw.ne.jp/kenseikodomoen/

HP

◆地下鉄：桜通線神沢駅より南へ徒歩約16分
◆名鉄バス：神沢二丁目下車、進行方向へ徒歩0分
◆市バス：鳴子16号系統、神沢二丁目徒歩0分

アクセス
開所日

月～金 7：45～14：15 、土曜日 7：45～12：45

利用時間

月～金 8：00～14：00 、土曜日 8：00～12：15
特に必要と判断した場合のみ（通常は無）

送迎の有無／送迎範囲

特になし（ただし医療的ケアの必要な方を除く）

利用者の主たる障害
【活動内容】

外

観

児童福祉法の理念を踏まえて、未就学児（0歳～就学前
まで）の発達支援事業として、児童の健やかなる発達を
支援するため日常生活指導・訓練、集団適応・社会適
応訓練を中心とした指導・訓練を一定時間の個別およ
び集団にて提供します。利用者の心身の状態や障害の
程度、課題、ニーズ、ご家族の要望等を踏まえて個別
支援計画を作成し短期～長期の目標に基づいて心身
に無用の負担がかからないように考慮し計画的かつ心
身状況の変化に応じた安全なサービスを提供すること
で日常生活、社会適応性の向上発達支援に努め、将来
の自立した生活に一歩でも近づけるように、地域社会
の一員として自立できるように未就学期の支援を行うこ
とを最大の方針としております。
相談スペース

フリースペース

訓練室①

トイレ

事務室

外観

訓練室②

玄関

【ひとこと】
健生では医療・教育・福祉技術の進歩により取り入れた技術・理念・手法をもとに、創造性・発想・誠意をもって指導
員一人ひとりが思考と工夫を重ねて丁寧なサービス提供に努めております。今日、日々変わりゆく時世の中で社
会福祉という概念のもと個性を尊重し成長をサポートするべく支援環境を整え児童福祉・教育・リハビリにて児童発
達でのサポートに努めております。
【事業所から地域へメッセージ】
地域の皆様には大変お世話になっております。住宅地の中でありながら皆様のご理解とご協力のもとハンディのあ
る子どもたちの成長をサポートする児童デイサービスを平成17年（支援費制度）から、現在の児童発達支援に至る
まで継続して実施できています。今後予測される南海トラフ震災や災害時等の発生の折には、避難の際、ぜひ一
言お声をかけていただき避難等にご協力いただければ幸いです。今後も地域のみなさまのご理解を賜りながら児
童福祉分野でさらなる支援を継続してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。

事業所名

サービス種別（定員）
児童発達支援（10名）
放課後等デイサービス（10名）
有限会社 リーフ・インターナショナル

法人名
住所

名古屋市緑区松が根台103番地

TEL

052-892-2331

FAX

052-892-2331
a8amk329@zm.commufa.jp

E－mail

http://www2.hp-ez.com/hp/guppy/page8

HP
アクセス

市営地下鉄桜通線「野並」駅下車３番出口より徒歩10分

開所日

月曜日～土曜日・祝日

利用時間

通常 （平日：12:00～18:00 土曜・祝日：10:00～16:00）

春・夏・冬休み期間 （平日：10:00～16:00 土曜・祝日：10:00～16:00）
送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

送迎あり ／ 緑区・南区
身体障害・知的障害・精神障害

【活動内容】

外

観

≪取り組み内容≫
音楽療法・クッキング（おやつ・昼食作り）・創作
活動・屋外活動（お散歩・お買い物・プール）・本
の読み聞かせ・マッサージ療法（足湯・アロマ）
≪イベント内容≫
お誕生日会・お花見・夏まつり・流しそうめん大
会・遠足（水族館・遊園地など）・ハロウィン・クリ
スマス会・もちつき大会・手打ちうどん作り・たこ
あげ大会・節分豆まき・ひなまつり・人形劇
★詳しくは、ブログ『グッピーな出来事』に掲載中★

【ひとこと】
『子どもたちが笑顔で過ごせる場所、保護者様が安心して預けられる場所』を理念に、障がいを持つお子様の自
立にむけて、その子に合った支援を心掛けています。また、日常生活では体験できない遊びを通して、成長のお手
伝いが出来るよう、一人一人を大切に、寄り添う支援を心掛けています。
【事業所から地域へメッセージ】
地域との結びつきを重視し、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努
めています。

事業所名

７ 児童デイサービス びぃーとる＆さにぃー

サービス種別（定員）
児童発達支援事業
放課後等デイサービス事業

株式会社 愛林会

法人名
住所

愛知県名古屋市緑区浦里４―１４０

TEL

052-893-6098

FAX

052-893-6099
info＠childbeetle.info

E－mail

http://childbeetle.info/info/index.php

HP
アクセス

名鉄本線 本星崎 徒歩２０分

開所日

2012年8月1日

利用時間

１０時～１７時３０分

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害
【活動内容】

あり 緑区・南区・瑞穂区・天白区・東海市
知的障害・精神障害・身体障害等全般
外

観

☆おでかけ
☆造形遊び
☆誕生日会
☆リトミッ
ク

【ひとこと】
「ただいま！」と元気な笑顔で帰ってくる子どもたちを『おかえりー！』と迎えるアットホームな施設です。
障害や年齢もそれぞれな子どもたちと個性豊かな職員で放課後活動をしています。
【事業所から地域へメッセージ】
地域の方の優しい見守りのおかげで子ども達の活動の幅が広がり、多くの貴重な体験をすることができています。
感謝の気持ちをお伝えするとともに、今後ともよろしくお願い致します。

事業所名

8 みどり児童支援センターひなゆり

サービス種別（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス（両方で10名）

緑児童福祉センター（株）

法人名
住所

緑区鳴海町字上汐田24珊プラザ丸信202

TEL

052-613-9541

FAX

052-613-9542

E－mail
HP
アクセス

名鉄鳴海駅より徒歩３分

開所日

月～土曜日

利用時間

月～金曜日 9：30～17：30 土曜日 9：30～16：30

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

送迎サービス有り 現在希望者は全員送迎しております
身体障害・知的障害・精神障害 など

【活動内容】

外

観

『定期活動』
ダンス教室・絵画工作教室・書道教室・英会話
教室

『余暇活動』
室内・屋外での遊び
宿題など学習的な活動の補助
おやつの時間 など

【ひとこと】
子どもたちが、「また明日も来たい」と思ってくれるような、伸び伸びと楽しんで過ごせる居場所作りを目指していま
す。
子どもたちそれぞれにハードルはありますが、共に歩み少しでも手助けになることができればと思います。
【事業所から地域へメッセージ】
学校や幼稚園・保育園に通っている障害をもった子どもたちが、平日の放課後や休日（土曜と祝日）に通って過ごし
ています。ひなゆり鳴海では、主に小中学生たちが遊びや学習その他様々な活動をしています。
これからも子どもたちを温かく見守っていただければ幸いです。

サービス種別（定員）
多機能型 放課後等デイサービス

９ みどりそよ風(旧デイサービスみどり）
社会福祉法人名古屋キリスト教社会館

法人名
住所

名古屋市緑区相原郷2丁目１１０２

TEL

０５２－６２３－３５６０

FAX

０５２－６２３－３５６０
kcm21102@wh.commufa.jp

E－mail

http://www.shakaikan.com/

HP

みどりそよ風

アクセス

市バス・緑保健所下車、徒歩5分

開所日

（月）・（火）・（木）・（金）・（土）

利用時間

１５時～１８時１５分（土曜日は９時15分～1３時１５分）
送迎を行っていない理由があります。下記をご覧下さい。

送迎の有無／送迎範囲

発達障害・知的障害・肢体不自由

利用者の主たる障害
【活動内容】
・登室 自由あそび
・つどい
・おやつ
・とりくみ
・そうじ・水やり
・ おやつ決め
・さようなら

外観

おやつ
お好み焼き・たこ焼き・クレープ・お
店屋さんごっこ・やきおにぎり・だん
ご・ラーメンなど

とりくみ
鬼ごっこ・なわとび・リレー・イスとりゲー
ム・プラ板・木工・買物・季節の行事など、
子どもの様子に合わせながら、簡単な
ルールのあるあそびや集団あそびを大
切にしています。

庭

部屋①

部屋②

【みどりそよ風の魅力】
①余暇支援：みどりは庭・畑・縁側があり、「ほっと」できる空間です。学校で頑張った後、「ほっと」できる時間と場所を保障します。
②発達支援：いろいろな経験を通して、好きなあそびを増やし広げ、自信の積み重ねと自己肯定感を高めていきます。
身の回りのことを自分でできる、生活力を高めていきます。
集団の中で、友だちやスタッフと交流しながら、コミュニケーションの力を高めていきます。
③家族支援：送迎時に、お母さんが学校・家庭で困っていること・悩んでいることを共に考えます。また、井戸端会議ができ
る雰囲気の元、お母さんたち同士の交流の場にもなっています。夏には家族参加型の海水浴＆バーベキューと
楽しい企画を行っています。毎年、子どもだけでなくお父さん・兄弟が楽しみにし、大勢の人たちが参加しています。

【事業所から地域へメッセージ】
みどりは①余暇支援②発達支援③家族支援を大切にとりくんでいます。送迎をしていないことで、お母さんとスタッフとのつながりを大切にし、お
母さんの思いも丁寧に捉えながら、子どもにとってより良い生活環境を一緒につくることを大切にしています。柿の木、縁側、畑と和める空間で、
のんびり話すことができます。是非、気軽にあそびにきて下さいね。子どもたちと元気に遊んでくださるボランティアさんも募集中です。

事業所名

サービス種別（定員）

１０ みどり児童支援センター 第二ひなゆり

児童発達支援・放課後デイ
サービス（１０名）

緑児童福祉センター株式会社

法人名

緑区滝ノ水３丁目１２０６

住所
TEL

０５２－８４２－９４６１

FAX

０５２－８４２－９４６２

E-mail

midorizidou@crocus.oce.ne.jp

HP
アクセス

市営バス「滝ノ水中学校」徒歩３分

開所日

月曜日～土曜日

利用時間

平日 １２：００～１８：００

学校休業日 ９：００～１７：００

送迎の有無/送迎範囲

学校・自宅への送迎

利用者の主たる障害

自閉症・発達障害・知的障害 など

【活動内容】

緑区・天白区 など

外観

《室内活動》
絵画教室・書道教室・英会話教室・
ダンス教室・おやつ作り など
《室外活動》
公園遊び・お買い物・施設見学など
室内

【事業所から地域へのメッセージ】
幼稚園や小学校に通っている障害を持った子どもたちが、放課後や学校休業日に英会話教室など様々な活
動に取り組んでいます。これからも、子どもたちを温かい眼差しで見守っていただければと思います。

事業所名

１１

サービス種別（定員）

みどり児童支援センター 東部ひなゆり

児童発達支援・放課後等デイサービス（１０
名）

緑児童福祉センター株式会社

法人名
住所

緑区東神の倉二丁目２２６０－２

TEL

０５２－８３８－８６４２

FAX

０５２－８３８－８６４３
midorizidou@crocus.oce.ne.jp

E－mail
HP
アクセス

市営バス「東神の倉二丁目」 徒歩５分

開所日

日曜日～土曜日

利用時間

平日 １４：００～１８：００

送迎の有無／送迎範囲

学校休業日 ９：００～１７：００
学校・自宅への送迎

利用者の主たる障害

緑区・天白区・東郷町など

自閉症・発達障害・知的障害

【活動内容】

など
外

観

『室内活動』
ダンス教室・絵画教室・書道教室・英会話
教室
言語教室・子どもランチ など
『室外活動』
施設見学・お買い物・ バーベキュー体験
ソーセージなどの手作り体験
など

英会話教室

ダンス教室

バーベキュー体験

【事業所から地域へのメッセージ】
幼稚園や小学校に通っている障害をもった子どもたちが、放課後や学校休業日にダンス教室や英会話教室など
様々な活動に取り組んでいます。これからも子どもたちを暖かい眼差しで見守っていただければと思います。

事業所名
１２
法人名
住所

重症心身障がい児デイサービス ゆう

サービス種別（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
〒458-0813 名古屋市緑区藤塚二丁目604番地 ﾊﾟｰｸｽｽﾞﾗﾝB101.102

TEL

052-838-6713

FAX

052-838-6714

E－mail

shiawasetsumugi@oregano.ocn.ne.jp

HP

http://shiawasetsumugi.org

アクセス 市営バス 赤松停 下車徒歩4分
開所日

H26年3月1日

利用時間 10時～16時、14時～18時 (開所時間10時～18時)
送迎の有無／送迎範囲

有

名古屋市、豊明市、東郷町、その他の地域相談に応ずる。

利用者の主たる障害 重症心身障がい児
【活動内容】

外

観

・日常生活における基本動作の訓練
・集団活動への適応訓練
①
リハビリやマッサージなどでリラックス
音楽活動や絵本の読み聞かせ
②
③
④
⑤
⑥
⑦

工作などの創作活動
散歩や買い物などの野外活動
季節行事、お誕生日会、一日外出
調理実習
ﾄﾞﾗﾑｻｰｸﾙの音楽活動
お話で遊ぼう、手品

ドラムサークル活動の様子

お話であそぼう

散歩

【ひとこと】
公園がすぐ近くにあり、満開の桜のもと扇川緑道の散歩も楽しめます。
ｽｰﾊﾟｰでの買い物も徒歩圏内の恵まれた環境で、のびのび過ごせます。
【事業所から地域へメッセージ】
重い障がいがあっても、地域の中でたくさんの人と触れ合いながら、成長していきたいという思いを、
地域の皆様のご支援のもと、実現していけたらと願っています。

5人

事業所名

１３

こどものデイ ふわふわの家
株式会社 恵

法人名
住所

サービス種別（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス

〒458-0830名古屋市緑区姥子山一丁目３０８番地 グリーンハイツA

TEL

052-825-4827

FAX

052-825-4896
fuwafuwa-megumi@joy.ocn.ne.jp

E－mail

http://www.megumi-fuwafuwa.com/

HP
アクセス

市バス八つ松下車/鎌倉大中学校下車 徒歩１分

開所日

平成26年4月1日
平日

利用時間

午前11時～午後６時

休校日 午前９時～午後５時
送迎あり

送迎の有無／
利用者の主たる障害
【活動内容】

外

観

≪取り組み内容≫
放課後等デイサービス・児童発達支援
日常生活における基本的な動作の習得や集団生活への
対応に療育を実施します。 お子様の発達に連れて、成長
を見つめ、幼児期・学齢期にあった支援を行います。

≪イベント内容≫
学習・お出かけ・お買い物・お料理・交通機関の
利用訓練・季節の行事・入浴練習・掃除 ・個別
支援 等

花を植えたり、ぶどう
やトマトの収穫したり、
草むしりも行います。
貼り絵もやっちゃいます。
ふわくんも遊びに来ます。
【ひとこと】
ふわふわの家は自宅にいるようなアットホームな雰囲気を大切にし、「ただいま～」「おかえり！！」と子供たちを迎
えてあげたい。そんな想いから、普通の家で子供たちを待っています。日常の生活の中で、｢自立｣と｢成長｣が見ら
れるように支援しています。
【事業所から地域へメッセージ】
福祉制度の利用や他関係機関との連携を図りながら、子供たちがよりこの地域で生活しやすい環境を、皆様と一
緒に作っていきましょう～。

事業所名

サービス種別（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス
株式会社たんぽぽ

法人名
住所

名古屋市緑区六田一丁目192番地

TEL

052-829-1896

FAX

052-829-1896
tanpopo_popoland@yahoo.co.jp

E－mail

ぽぽランド

http://www.k-tanpopo.co.jp/

HP

名鉄名古屋本線「鳴海駅」より徒歩15分
名鉄名古屋本線「左京山駅」より徒歩10分

アクセス

月曜日から土曜日 12月30日～1月3日除く

開所日

利用時間

児童発達支援
月～土：午前10時から午後4時
放課後等デイサービス
月～金：午後1時から午後5時
土祝・長期休暇：午前10時から午後4時

送迎あり/緑区近郊

送迎の有無／送迎範囲

重症心身障害児

利用者の主たる障害
【活動内容】
胃ろう・呼吸管理・たんの吸引などの
医療的なケアの必要な方の対応可能です
保育士がレクレーションを工夫し、楽しく
過ごしていただけます

【ひとこと】
未就学児の受け入れ可能。医療的なケアは看護師が対応いたします。
【事業所から地域へメッセージ】
各種サービスを通じ、お子様やご家族の支援を行います。

（5名）

事業所名

１５

サービス種別（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス

ぽぽクラブ

（10名）

株式会社たんぽぽ

法人名
住所

名古屋市緑区曽根一丁目121番地

TEL

052-829-1897

FAX

052-829-1897
popoclub@mirror.ocn.ne.jp

E－mail

http://www.k-tanpopo.co.jp/

HP

名鉄名古屋本線「鳴海駅」より徒歩10分

アクセス

児童発達支援
開所日

土祝・長期休暇

放課後等デイサービス

ぽぽクラブ

月曜日～土曜日

12月30日～1月3日と8月13日～15日を除く
児童発達支援

利用時間

土祝・長期休暇

放課後等デイサービス

月～金

土祝・長期休暇

午前10時から午後4時
午後1時から午後5時
午前10時から午後4時

送迎あり/緑区近郊

送迎の有無／送迎範囲

知的障がい児

利用者の主たる障害
【活動内容】

外

観

和室では畳ならではの活動（お抹茶や
習字など）をお子様の年齢に合わせて
行っております。
お庭では野菜作りをしています。苗植え、
種まきから収穫まで行い、収穫したもの
はお持ち帰りしていただく事もあります。
おやつの時間には手作りおやつを、お
昼の時間には手作りランチを楽しむ事も
あります。

【ひとこと】
アットホームな雰囲気を大切に過ごしていただいてます。
【事業所から地域へメッセージ】
各種サービスを通じ、お子様やご家族の支援を行います。

事業所名

１６

サービス種別（定員）
児童発達支援 （10名）

楽子
株式会社 結

法人名
住所

緑区大高町字高見12-1

TEL

052-626-6039

FAX

052-626-6039
rakko@citrus.ocn.ne.jp

E－mail
HP
アクセス

JR大高駅 徒歩10分

開所日

月～土曜日

利用時間

月～金 AM9：00～17：30
土 AM9：00～13：00

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

知的障害 発達障害 精神障害

【活動内容】

遊びを通じて生活訓練、食育、行事、音楽
療法、機能訓練等 一人一人にあった療
育を目指します。

○保育目標
・家庭的な雰囲気の中、おうち療育に取り組みます。
・子どもたちの将来を見据え、乳幼児期における育ちを大切に考え
じっくりと関わります。
・ご家庭の応援団になります。

【ひとこと】

【事業所から地域へメッセー
毎月第4土曜 14：00～17：00 事業所内で喫茶を開催いたします。どなた様も気軽に遊びに来てください。

事業所名

１７

サービス種別（定員）

放課後等デイサービス

能力探求スクール ジーニアス

法人名

一般社団法人日本福祉協議機構

住所

名古屋市緑区平手北2-1701

TEL

052-680-8221

FAX

052-680-8231

放課後等デイサービス（定員１０名）

E－mail
HP
アクセス
開所日

月曜～日曜 （長期休暇・祝日も対応）

利用時間

平日 11：00～18：00 土日祝 9：00～18：00

送迎サービス有り

緑区・天白区・南区・瑞穂区、豊明市へ送迎あり。 他要相談。

利用者の主たる障害 知的障害児、発達障害児
【活動内容】

外

観

※曜日ごとに決められたスケジュール
いろんなことに興味を持つ子供たちに対し、たくさん
のことを学び自分の可能性を広げていただくよう知的
好奇心・探求心を存分に引き出した活動を行なって
おります。
利用者様、利用者の親御様の希望も
取り入れ、月によりスケジュールの変更もしておりま
す。
※自立活動
お金の計算や使い方、生活マナーを覚え、自立に必
要な知識を養います。

※集団活動
土日・祝日等の休日を使い、外出レクリエーションを企画しております。
集団生活の動きや時間の使い方などを、授業だけでなく実践を交えることにより少しずつ社会や公共の場で役立
てるよう活動しています。

【ひとこと】
能力探求スクール【ジーニアス】では、様々なスクールやイベントを通して、知的好奇心・探究心を存分に引き出し、
学習サポートや体力作りも取り入れながら個々の能力を最大限に伸ばすカリキュラムを組んでおります。デイサー
ビスで過ごす時間もご利用者様にとって未来につながる時間へとサポートしていきます。
【事業所から地域へメッセージ】
「ジーニアス」では、様々な独自のカリキュラムを組み、楽しみながら未来につながるような取り組みを通してご利用
者様のお時間に寄り添える施設を目指し運営していきます。個々の『能力』を最大限に引き出すための『探求』を、
利用者様と日々過ごす時間の中で行っていきます。自立、夢、就きたい職業・・・描く未来は様々ですが、ご利用者
様の未来に焦点を当て、望む将来像を一緒に目指しサポートしていきます。明日に希望を持ち取り組んでいきま
しょう！！

事業所名

１８

サービス種別（定員）
放課後等デイサービス（１０名）

ライフケアキッズ有松

法人名

株式会社

住所
TEL

〒458-0823 名古屋市緑区太子一丁目１３５
052-746-3733

FAX

052-746-3522

E－mail

kids-arimatsu@kk-lcs.co.jp
http://www.kk-lcs.co.jp

HP

エル・シー・エス

名鉄名古屋本線「有松」駅下車 徒歩６分
開所日 平成29年4月1日

アクセス

利用時間

平日14時〜18時
土曜日・学校休業日

送迎の有無／送迎範囲

10時〜18時

名古屋市緑区・天白区

その他要相談

・知的障害・発達障害・精神障害

利用者の主たる障害

【活動内容】
〈日常生活訓練〉
日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活
動等

外

観

内

観

〈集団生活適応訓練〉
会話、手話、展示、パソコン操作等
〈創作的活動〉
絵画、工作、園芸
〈更生相談〉
医療、福祉、生活の相談
〈介護方法の指導〉
子供たちの可能性を引き出す

３つの力
心の
体力学
の
力

ぶ
力

ヨコミネ式教育法導入事業所
【ひとこと】

ライフケアKIDs が大切にしてること
さまざまな取り組みを通して「自己表現」「順番を守り譲り合う」「役割と責任の分担」「目標に向かって
仲間と協力して成し遂げる」など、社会において他者と上手に関わることを、ここで一緒に学んでいきます。

【事業所から地域へメッセージ】
平成１６年より、高齢者福祉事業を名古屋市天白区、緑区、岩倉市で運営をしております。 自身の力の可能性を
発揮いただけるよう支援させていただくことは高齢者も児童も同じと考えます。
そして社会との繋がりを持ち
つつ、子供たちにとって「たよりになる居場所」であり続けられるように、寄り添っていきたいと思います。

