
事業所名：

12：00～　昼食（給食ｏｒ持参弁当）

13：00～　集団トレーニング（並ぶ、順番等）

13：30～　紙芝居など読み聞かせ

13：45～　おかえりの会

写真 写真

傘トレーニングをしています

写真 写真

オンライン療育も実施しています

午前中から午後（9：00～14：00）は児童発達支援、午後（14：00～17：00）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。児童発
達支援では、少人数（5名程度）への手厚い支援で、着替え、食事、学習などの個人
スキルについてはマンツーマンに近い形で支援します。行動科学に基づいた、小集
団トレーニングによって他者との関わり方を身につけたり、椅子に着席して学習に参
加したり、問題の解決や出来ることを増やすための支援を行い、就学に備えたトレー
ニングを行っていきます。
事業所内で練習して、ご家庭や幼・保育園で出来る事を目標にしております。また、
休日の他年齢との関わりは、「多機能型」のメリットです。通所に代わるオンライン療
育も行っております。テニスコート２面分ほどの広い敷地では、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。

構造化されたホールです 活動切り替え時は音楽が鳴ったら着席します

写真 写真

紙芝居の後には、振り返りクイズがあります 色や形を合わせたり、先生のマネをします

写真 写真

特色やＰＲ等

自転車乗り支援 小学校の登下校練習、交通ルールも学びます

小学生との交流もあります 信号や踏切を使った交通トレーニング

写真 写真

事 務 所 住 所 埼玉県深谷市上野台２２９３－３

ホームページ 有り【BAMBOO HAT KIDS】で検索

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 深谷上野台教室
ＢＡＭＢＯＯＨＡＴ ＫＩＤＳ 深谷駅前教室
デイリゾートMOMOYAオアフ

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５７７－６２６９

E-mail kids.uwanodai@gmail.com

送迎 なし（保護者様に送り迎えをお願いしております）

日課

  9：00～　来所・身支度トレーニング

  9：00～　はじまりの会・歌、手遊び

  9：45～　自由遊び・個別トレーニング

10：00～　集団トレーニング（工作、絵や文字）

10：15～　自由遊び・個別トレーニング

10：30～　着席トレーニング

14：00　　保護者の方へご報告、申し送り

10：45～　自由遊び・個別トレーニング

11：15～　自由遊び・個別トレーニング

11：00～　運動トレーニング（体を使う内容）

11：45～　絵本等読み聞かせ

12：30～　自由遊び・個別トレーニング

開所日 月～土、日曜日定休、祝日も営業

時間

平日 土・祝日・長期休暇

９：００～１４：００ ９：００～１２：００

給食では食器の使い方、片付け等を練習します ひらがな、数字など個別の学習トレーニング

遊びの中でルールを学びます自立課題です

定員

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５７７－６２９９

写真 写真

写真 写真

５名

外観です 広い庭には、学びがたくさんあります

運営主体 有限会社エイミ

令和２年１０月２６日現在

ＢＡＭＢＯＯ ＨＡＴ& KIDS

深谷上野台教室
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