地域へのサービス

どなたでもご利用いただけるサービスです｡
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情報発信

情報交換会の開催
東京都より委託された「障害児(者)地域療育等支援事業」に
基づき､在宅心身障害児(者)の地域における生活を支えるた
め、身近な地域で療育指導、相談等が受けられることを目的
として実施しています。
＊費用は無料です＊

概要： 今後のお子さんの生活が充実したものになるよう、就学、進学、
卒後のこと、就労等、各種テーマに関連する専門家や支援者から
の助言や情報等を提供しています。
対象： 発達障害あるいはその疑いのあるお子さんの保護者､関係者

【施設支援 一般指導事業】
障害あるいはその疑いのある方、発達上のご心配がある
方などへの対応他、施設からの療育に関するご相談に
応じ、技術支援を行います。
スタッフが施設へ伺う訪問形式と、施設の方に当センター
へお越しいただく来所形式のご相談方法があります。

講演会の実施
概要： 保護者､教育･療育関係者の皆様と共に､発達障害についての理解
を深め､支援について考えていくことを目的とした講演会です。
＊心理講演会、OT講習会、ST講演会などがあります＊
対象： 保護者､学校･保育園･幼稚園･学童クラブ等の先生方､療育関係者
開催の内容・日程等､詳細につきましてはホームページ等で
ご案内しますのでご確認ください｡

【在宅支援 外来療育等指導事業】
ことばや運動、コミュニケーション等の発達にご心配を
おもちのご本人あるいはご家族に向けて、当センター
にてご相談をお受けします。

【在宅支援 訪問療育等指導事業】
障害、疾病、あるいはその疑いのあるご本人やご家族のご心配に
対し、スタッフがご家族等を訪問しご相談に応じます。入院生活
から在宅へ移行される方の“在宅生活の基盤づくりや安定化”に
関するご相談もお受けします。
対応スタッフ

発達障害に関する支援を総合的に行う地域の拠点を
目指して、2006年に発足した発達支援センターが
2013年5月より設けた支援窓口です。

情報誌
「ネットワークしまだ」を発行しています｡
発達障害全般に関する地域の理解の促進と､島田療育センターの地域支援
活動をご案内することを目的としています｡

交通のご案内

医師 看護師 ＰＴ OT ST 心理 社会福祉士 他

講演会・学習会・職員研修などのご依頼をお受けしています。
派遣職種： ご相談内容により、専門スタッフが対応します。
開催場所： 当センターにて開催、またはご指定の場所へ講師と
してスタッフを派遣いたします。
(お支払いは当法人宛てにお願いします)

社会福祉法人
多摩市 学童クラブ 巡回相談
多摩市 健康センター 発達健診､経過観察
多摩市 特別支援教育マネジメントチーム 職員派遣
日野市 障害者 医療的相談
町田市社会福祉協議会 学童保育クラブ 巡回相談
多摩市保育協議会 研修会講師派遣
稲城市 保健福祉センター 発達健診、経過観察
その他､民間施設への専門職員の派遣･相談事業も行っています。

〒206-0036

東京都多摩市中沢1-31-1

詳しいお問い合わせは

電車

下記駅より 徒歩約20分

【京王相模線】
京王多摩センター 駅

【多摩都市モノレール】
多摩センター 駅

【小田急多摩線】

支援に関わる方々からの個別相談に応じます。お気軽にご相談
ください。(ご利用に際しましてはセブンクローバーへの登録が必要です)

日本心身障害児協会

島田療育センター

小田急多摩センター 駅
唐木田 駅

バス

島田療育センター

下記バス停より 徒歩約5分

【京王バス】停留所名
多摩南部地域病院

【京王線】【小田急線】
多摩センター 駅 より
多摩南部地域病院行き
または
多摩市ミニバス東西線 左

相談窓口
FAX
E-mail
ＨＰ

支援部

電話 042-374-2101
平日（9:00～12:00／13:00～17:45）

042-374-2089
info-room@shimada-ryoiku.or.jp
http://www.shimada-ryoiku.or.jp/

個別のかかわり
保護者相談

｢なんとなく気になる｣｢子育てに不安がある｣
｢学校や園の先生から専門機関への相談を勧められた｣
｢子どもに必要な支援を知りたい｣
｢専門的な療育や発達の検査を受けたいけど、
診断を受けるのに抵抗がある｣など...

相談員がご相談を承ります。

当センターにお越しいただき、専門職がお子さんや
ご家族のご相談に応じ、利用登録をします。

各種サービスのご利用が可能となります
(お子さん・保護者への)

個別・グループのかかわり
サービスのご利用は、島田療育センターに定期受診、
またはセブンクローバーに登録している方が対象となり、サービ
スに応じて費用をご負担いただきます。

各サービスの詳しいお問い合わせは

FAX
E-mail
HP

支援部

電話 042-374-2101
平日（9:00～12:00／13:00～17:45）

042-374-2089
info-room@shimada-ryoiku.or.jp
http://www.shimada-ryoiku.or.jp/

パソコンの使い方、スイッ
チ類の検討・作製、コミュ
ニケーション機器の検討・
操作訓練等にリハビリ工学
士が応じます。

年長児 グループ指導

土曜日活動

「Ｇｰトレーニング」

「S-フレンズ」

少人数での活動を通して、｢座っ
て話をきく｣｢人前で話す｣｢ルール
を守って参加する｣などの集団参
加スキルを確認しながら、友だち
とのやりとりを支援します。

集団参加スキルや友だちとの適
切な相互交渉スキルなど、お子
さんのニードに応じた社会性を
促す集団指導(ソーシャルスキル
トレーニング)を行います。

運動が苦手、動きがぎこちな
いなどの困り感のあるお子さ
んを対象に、基礎的な運動や
体操を行います。「楽しく体
を動かす」ことを目的とした
活動です。

2歳以上、年少未満で発達に心配
対
がある幼児とその保護者
象

発達障害あるいはその疑いがある
年長児(個別相談を受けている方
に限ります)

通常学級、特別支援学級に在籍
する発達障害あるいはその疑い
のある小・中学生

小学校・通常学級の
1年生(後期)～3年生(前期)
(通級利用も可)

定
前･後期 各10組程度
員

２～３グループ
＊各グループ 6名程度

６グループ程度
＊各グループ 8名程度

前･後期 各15名程度

①前期(6～10月)
日 ②後期(11月～翌年3月)
時 第1･3木曜日
1０:３0～1１:３0

6月～翌年2月の
隔週1回1時間

6月～翌年2月の
第1･3土曜日
13:30～15:00
または15:30～17:00

①前期(6～10月)
②後期(11月～翌年3月)
第1･3金曜日
16:30～18:00

(開催曜日及び時間は
グループにより違います)

｢年長児グループ指導｣ ｢Ｓ－フレンズ｣ をご利用希望の方には、春に行われる説明会への出席をお願いしています。

ご家族·地域への支援

地域･ご家族へのサービスとして、医療や療育機関へかかることに
ご不安のある方のご相談に応じる単回の相談事業もございます。
詳しくは裏面の｢療育相談｣をご参照ください。
（東京都からの受託事業)

読み書きに苦手さのある
お子さんに対し、物の見
え方・捉え方に関する評
価と、特性に合ったト
レーニングを行います。

テーマに沿った遊びを通して、お
子さんの育ちを促す関わりを一緒
概 に考えます。お子さんの理解を深
要 めながら、コミュニケーション、
運動発達を支援します。

作業療法士（ＯＴ）・言語聴覚士（ＳＴ）・心理判定員・
社会福祉士 などの専門職が対応いたします。

相談窓口

お子さんの特性を正
しく理解し、適切な
支援へと繋げていく
ために必要な検査を
行います。

ピコケア

「目の体操教室」

グループのかかわり

（料金表は別紙をご参照ください）

島田療育センター

お子さんの評価をふまえた
上で､ことばや運動・認知
面の発達への支援や､社会
的スキルの獲得､学習支援
などについて専門職が個別
での支援を行います。

「にこにこ」

ご相談内容をお聞きします。

初回登録相談

各種検査

親子グループ

まずは お電話ください

電話相談

家庭での養育や地域機関と
の連携など様々なお悩みに
概 ついて、保護者の方へ専門
要 職が助言いたします。

ビジョントレーニング

個別相談

各サービス
の詳しい内容は
センター内の
掲示･ホームページ
などでご案内します。

窓口はこちらに
なります。

ペアレントトレーニング

ティーチャートレーニング

保護者向け

先生向け

お子さんへの対応の仕方を学び、実践
していただく保護者のための学習会で

応用行動分析の視点からお子さんの
行動を理解し、学校現場で活かせる
効果的な対応法を学び、お子さんや
学級全体にとって より良い環境づ
くりを考えていきます。

環境内の感覚刺激を媒介にご
家族や仲間といった大切な人
たちと共に自分のペースで楽
しみ、ありのままの自分で過
ごします。

小学校(幼稚園・保育園も可)で発達
障害など特別なニーズのあるお子さ
んに関わっている先生、支援員の方
など12名程度

障害のある方(年齢は問いま
せん)、家族、支援者、どな
たでもご利用いただけます。

夏期 10:00～17:00
連続3日間(2時間/コマ×9コマ)

スヌーズレン体験、講習会、
勉強会講師派遣など、ご利用
いただけます。
ご相談ください。

概 す。講義の後はグループワークを行
要 い、ホームワークにも取り組んでいき
ます。
発達障害があるお子さん(4～10歳)の

対 保護者
象 前･後期 各12名程度
①前期(6～9月)あるいは

日 ②後期(11月～翌年2月)
時 隔週水曜日 10:00～11:45
全９回(フォローアップ１回を含む)

(定期受診、またはセブンクローバーへの
登録は必要ありません)

スヌーズレン

