
事業所名：

12：00～　昼食（外食等）

13：00～　宿題・課題・訓練等

13：30～　社会体験(商業施設・イベント等)

　　　　　　公園・トレーニングセンターなど

15：00～　おやつ（外食等）

15：45～　帰りの会

要ご相談

写真 写真

小さなお子さんと一緒に活動します 同法人他事業所とも合同で活動

写真 写真

オンライン療育をしています オンライン療育をしています

17：00～18：00　送迎・お迎え

送迎 要ご相談

９：００～１６：００

開所日 月～土、日曜日定休、祝日も営業

平日 土日祝日・長期休暇

時間 １４：００～１７：００

16：00～17:00　送迎・お迎え

定員 ５名

日課

15：00～　学校へお迎え 9：00～　来所

15：30～　おやつ 9：30～　朝の会

16：00～　宿題・課題・訓練等 10：00～　外活動・室内活動

16：30～　外活動・室内活動 ・レクリエーション及び各種トレーニング

・レクリエーション及び各種トレーニング

17：00～　帰りの会

運営主体 有限会社エイミ

事 務 所 住 所 埼玉県深谷市上野台２２９３－３

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５７７－６２６９

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５７７－６２９９

E-mail kids.uwanodai@gmail.com

ホームページ 有り【BAMBOO HAT】で検索

写真 写真

外観です 広い庭もあります

写真 写真

自転車訓練しています 集団レクです(室内)

同一法人

放課後ルームＢＡＭＢＯＯＨＡＴ 折之口
放課後ルームＢＡＭＢＯＯＨＡＴ 上柴東
ＢＡＭＢＯＯＨＡＴ ＫＩＤＳ 深谷駅前教室
ＢＡＭＢＯＯ ＨＡＴ＆ＫＩＤＳ 深谷上野台教室
デイリゾートMOMOYAオアフ

特色やＰＲ等

午前中は児童発達支援、午後は放課後等デイサービスとして利用できる「多機能
型」です。定員は、併せて1日10名。少人数（5名程度）への手厚い支援や、休日の他
年齢との関わりは、「多機能型」のメリットです。
また、広い敷地があり、療育の一環としての運動支援や、同法人の事業所を集めて
様々なイベントを行っていきます。
放課後等デイサービスでは、学校の宿題や課題に取り組みつつ、得意なことを増や
しながら、苦手なことを改善するための支援を行っています。
通所に代わるオンライン療育も行っております。

写真 写真

交通ルールもゲームで取り入れています イベントもしています

写真 写真

交通ルールが学べます 学習の時間があります

写真 写真

子供たちによる絵本の読み聞かせ 同法人他事業所とも合同で活動

BAMBOOHAT&KIDS

深谷上野台教室

令和２年７月３０日現在
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