
放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

ホームページ i-studio1.wixsite.com/artspace-dragonfly

アトリエの活動の中心にはSLP（Social Life Practice＝社会生活実践)という考えがあり
ます。
自分たちが生きているこの社会という現実で生活すること。

その為には施設内で行う従来の療育のみに捉われず、積極的に実経験を積むことが大切であ
ると考えています。

社会生活において必要なスキルやマナーを日々の実践において獲得していくというごく当た
り前と思われることを当たり前に、真面目に取り組んでいます。

休業日
日曜日
お盆、年末年始

メールアドレス atelier-h@arrow.ocn.ne.jp

時間外の連絡 ご契約時提供 責任者 深町　優

サービス提供時間

事業所ＰＲ

営業時間

サービスの種類 放課後等デイサービス 送迎 有　（※送迎範囲内の方のみ）

電車最寄駅
・東急東横線学芸大学駅 徒歩約15分
・東急目黒線　武蔵小山　徒歩約25分

バス最寄停留所
・JR山手線「目黒駅」西口　東急バス３番の
りば
黒01「大岡山小学校前」行き 10分「区立七
中前」下車　徒歩2分

アクセス

学校日　10：00 -19：00
休校日　  9：00 -18：00

所持資格
教員免許、介護福祉士、ガイドヘルパー、臨床
心理士、上級救命救急、介護職員初任者研修

⑲ アトリエほんちょう

所在地 目黒区碑文谷１－１１－１５

主たる対象者
小学１年～高校３年生までの障害を
持つ児童

運営法人 (株)ArtSpace DragonFly

電話 03-6452-2946 主な提供地域 目黒南部地区(その他の方は要相談)

ＦＡＸ
登校日　13：30-17：30
休校日　10：30-16：30

03-6452-2947



釣り
地域貢献活動

「Happyレンジャー」

体操教室

飯盒炊爨

アトリエ展、公募展にむけた創作活動

畑作業

流しそうめん

毎年恒例の海水浴

オリジナルカレンダー作り

野球



小学生向けの通所型放課後等デイサービスです。
同じ建物の１階に弊社クローバーの高齢者デイサービスがあり、クローバーキッズはその２階に位置し
ております。
事業所の概要としては、発達に特性のあるそれぞれのお子さんに対し、小集団の中で学習・eラーニン
グ・運動・遊び・コミュニケーション・交友関係・生活スキルなどの総合的な視点から療育（一人一人
の状態に合わせて、その育ちを援助するための専門的な働きかけ）を実施しております。イメージとし
ては、時間割に沿って勉強も運動も活動も休憩・遊びもしていく、『ミニ学校』が近いと思います。ま
た、共生型施設として１階の高齢者と一緒に活動や交流することもあります。利用としては、普通級に
在籍しながら通級したり支援員のサポートを受けたりしているお子さんがおよそ半分、もう半分は特別
支援級に在籍しているお子さんという、比較的特性や偏りが軽めであることが特徴です。また、１年生
から６年生までの男女が万遍なく在籍しており、異学年の交流も盛んです。
上記の子ども達に対してクローバーキッズ学芸大学では、その子の得意を探し「楽しく生きる力」を身
につけて、将来、やりたい時にやりたい事ができる「選択の幅」が増えるような、その子の将来がひろ
がる発達支援を目的として、日々子ども達とかかわっています。

アクセス

「目黒駅」より バス7分
「学芸大学駅」より 徒歩15分
「祐天寺駅」より 徒歩20分

「目黒駅」
JR線、南北線、都営三田線
「学芸大学駅」
東横線
「祐天寺駅」
東横線

サービスの種類
運動・学習・生活・コミュニケーション
集団総合サポート

送迎 現在、送迎は承っておりません。

事業所ＰＲ 定員　50名 (1日利用人数10名まで)

時間外の連絡 なし 責任者 杉山 孝一

ホームページ clover-kids.jp/

営業時間
平日:11:00～20:00
土祝:9:00～18:00

所持資格
保育士
児童指導員

休業日 日曜日、年末年始 メールアドレス gakudai@clover-kids.jp

電話 03-6712-2340 主な提供地域 目黒区・世田谷区・品川区

ＦＡＸ 03-6712-2341 サービス提供時間
平日:14:00～18:00
土祝:9:00～16:00

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

⑳ アフタースクール クローバーキッズ 学芸大学

所在地
目黒区中町1丁目-25-22
竹の子坊2F

主たる対象者
小学校1～6年生
グレーゾーンの子
（主に発達障害）

運営法人 株式会社CLOVER





いろのわは、安心安全に過ごせる場所を提供するとともに、子どもたちとの信頼関係を大切にし、ここでなら
ちょっとがんばってみよう、こんなことに挑戦してみようと思える場所を提供し、たくさんの経験を積める場
所にしたいと考えています。
訓練ではなく、楽しみながら、毎日の積み重ねの中で出来ることを増やしていきたいと思っています。
毎日のおやつの時間を通じて、おかいものの練習を繰り返し練習したり、
林試の森公園が近くにあるので、公園あそびやお散歩のほか、工作、調理、室内ゲームや、お誕生日会などの
イベント、祝日や長期休みには外出プログラム、調理、外食プログラムなど、様々な体験の場を提供していま
す。
子どもたちの将来の糧となるような経験を積み重ねていきたいと思います。

アクセス

東急目黒線
「不動前」下車徒歩８分
「目黒駅」下車徒歩１５分

東急バス
渋７２　渋谷駅東口～五反田駅
「林試の森入口」下車徒歩２分

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類
放課後を楽しく過ごす！
たくさんの体験を積み重ね、たくさんの経験
を積む！

送迎 あり（お問い合わせください。）

事業所ＰＲ 定員10名

時間外の連絡 080-5122-4532 責任者 星野　梨沙

ホームページ h-navi.jp/support_facility/facilities/157954

営業時間
月曜日-金曜日（祝日含む）
12：00-18：00

所持資格
児童発達支援管理責任者
児童指導員、保育士、介護福祉士

休業日 土曜日、日曜日 メールアドレス ironowa@ironowa-meguro.com

電話 03-6303-2820 主な提供地域 目黒区

ＦＡＸ 03-6303-2820 サービス提供時間
平日　13：30-17：30
祝日・学校休校日　11：00-17：00

㉑ いろのわ

所在地 目黒区下目黒３－１６－９

主たる対象者 重症心身障害児以外

運営法人 合同会社スターバリー



外出プログラム

フィールドアスレチック 品川水族館 カラオケ

林試の森公園 じゃぶじゃぶ 工作 お手伝い 室内ゲーム

室内運動 調理 お誕生日会

いろのわ活動

季節のイベント

流しそうめん 大掃除 節分 スイカ割り



放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉒ エルピゾ

所在地
東京都目黒区洗足２−２５−１７
SSK洗足ビル2階

主たる対象者
障がいのある、または発達がゆっく
りな小学校４年生から高校３年生

運営法人 スポレアス株式会社

電話 ０３–６４２６−４７６２ 主な提供地域
目黒区・品川区・港区

世田谷区・大田区

ＦＡＸ ０３–６４２６–４７６３ サービス提供時間
①平日　15時〜18時

②土日祝など学校休業日　10時〜16時

営業時間 ①平日　15時〜18時
②土日祝など学校休業日　10時〜16時 所持資格

教員免許、社会福祉士、保育士、
理学療法士、児童指導員

休業日 夏季・年始年末 メールアドレス ご契約時に提示いたします

時間外の連絡 ご契約時に提示いたします 責任者 管理者　石黒　きよみ

ホームページ なし

　放課後の居場所であり、将来の自立や就労に必要な様々なトレーニングを取り入れた療育プログラムを展開
しております。体幹トレーニングや美術、調理といった実技をメインとしており身体能力向上が促進され周囲
との調和や社会性が身につきます。
　また、ご家族のレスパイトケアを考慮し、年中無休（夏季や年末年始を除く）にて営業中です。
　まずは見学や体験に是非お越しください。

アクセス

サービスの種類 放課後等デイサービス 送迎 なし

事業所ＰＲ 「まずは、やってみよう！」が合言葉です。

＜アクセス＞

東急目黒線洗足駅 徒歩1分 東急ストア目

の前

＜東急バス＞

渋71

渋谷駅東口⇔洗足駅

洗足駅バス停 徒歩１分

森91

大森操車所⇔新代田駅前

洗足駅入口バス停 徒歩3分

エルピゾ

ドミノピザ

●

森 9 1

渋 7 1

●



「エルピゾ情報」は Instagram で随時更新中！

senzoku_elpizoで検索



児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉓ ガブリエル

所在地
東京都目黒区中町1－6－5
目黒ｋハイツ１０１

主たる対象者 重症心身障害児

運営法人 特定非営利活動法人ガブリエル

電話 03－6451－2455 主な提供地域
目黒区・大田区・品川区・渋谷区
世田谷区

ＦＡＸ 03－6５４1－245６ サービス提供時間
児童発達支援事業10：00～15：00
放課後等デイサービス14：00～17：00

営業時間 ９：００から１８：００ 所持資格 児童発達支援管理責任者・看護師・児童指導員
保育士・理学療法士・作業療法士・喀痰吸引

休業日 日曜日 メールアドレス infoday.gabriel@gmail.com

時間外の連絡 メールにて受付け 責任者 管理者　鈴木美雪

ホームページ https://yuriematsuo0304.wixsite.com/mysite

０歳から１８歳までに肢体不自由・重症心身障害児・医療的ケアの必要なお子さんを対象に
し多機能型のデイサービスです。
感覚系の遊びや戸外遊び、粗大運動、微細遊び、友人や地域との交流を楽しみながら行うこ
とによって成長していく子どもたちのサポートをしています。
ガブリエルでは楽しみながら学び・経験を積みながら地域で安心・安全に過ごせるよう居場
所の提供をしています。

アクセス

東急東横線
「祐天寺」下車徒歩１５分

東急バス
「元競馬場」下車徒歩２分

サービスの種類 児童発達支援事業・放課後等デイサービス 送迎 あり

事業所ＰＲ



ガブリエル畑で野菜作り・収穫 地域の商店街でハロウィン

水あそび 昼食つくり



児童発達支援　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉔ 桐塾　学芸大学駅前第二教室

所在地
目黒区鷹番2-15-18
パル学芸大学202

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童・小学生
（心身に発達の遅れがある幼児・児
童）

運営法人 株式会社桐塾

電話 03-6412-7273 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-6412-7282 サービス提供時間
1１：00～1９：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

営業時間 11：00～19：00 所持資格
公認心理師、臨床心理士、保育士、
教員免許

休業日 日、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 上野和代

ホームページ kirijuku.co.jp/

　桐塾学芸大学駅前第二教室は、平成2９年の開業より、学習支援を主とした発達支援
全般の個別療育を行ってまいりました。落ち着いた個室を４部屋ご用意し、有資格者の
指導員による、マンツーマンの担任制で指導いたします。
　担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプロ
グラムを個々に作成し、支援をすすめてまいります。支援学校・支援学級での指導経験
のある先生も多く、感覚統合など運動面も多く取り入れており、学習以外の面でもお子
様の発達をトータルにサポートしています。

アクセス

東急東横線
「学芸大学」下車徒歩３分

学芸大学駅前教室のビルの隣のビルです

サービスの種類 学習・運動（個別） 送迎 なし

事業所ＰＲ 定員　10名

学芸大学駅前

第二教室



桐塾学芸大学駅前第二教室は開業当初より、個別を専門とした

教室として運営してまいりました。

信号機のある交差点の角の白い 広い空間では感覚統合運動など

ビルで、１階はクリニックです

　　　　

個室はマンツーマンが基本です 指導内容やお子様によっては、

並行して指導することも

お子様によっては 夏祭りなど、イベントを開催する

狭い部屋を使う場合もあります こともあり、お金の使い方や遊び

のルールなどを学びます

教室の様子



児童発達支援　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉕ 桐塾　祐天寺教室

所在地
目黒区祐天寺2-3-11
第６エスペランス３F

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童・小学生
（心身に発達の遅れがある幼児・児
童）

運営法人 株式会社桐塾

電話 03-6452-4178 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-6452-4179 サービス提供時間
1１：00～1９：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

営業時間 11：00～19：00 所持資格
公認心理師、臨床発達心理士、保育
士、教員免許、社会福祉士

休業日 日、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 佐藤健

ホームページ kirijuku.co.jp/

　桐塾祐天寺教室は、平成2７年の開業より、特に放課後等デイサービスとしては特徴的な、学習
支援を主とした個別療育を行ってまいりました。
　落ち着いた個室を４部屋ご用意し、有資格者の指導員による、マンツーマンの担任制で指導いた
します。
　担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプログラムを
個々に作成し、支援をすすめてまいります。支援学校・支援学級での指導経験のある先生も多いの
が特徴です。
　学習障害を含む、学習への困難に対応するための支援を他の機関とも連携を図りながらトータル
に実施いたします。

アクセス

東急東横線
「祐天寺」下車徒歩２分

サービスの種類 学習・運動（個別） 送迎 なし

事業所ＰＲ 定員　10名

祐天寺教室



桐塾祐天寺教室は開業当初より、個別を専門とした

教室として運営してまいりました。

個室は４部屋あります マンツーマンが基本です

　　　　

兄弟の場合などでは、状況に応じて 静かな、落ち着いた雰囲気で

合同で行うなどの対応もいたします 授業を行います

担任制なので、原則的に

毎回、同じ先生が指導します

教室の様子



児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉖ ことばの森

所在地
東京都目黒区自由が丘
2-7-4-2階

主たる対象者
補聴器装用や聞こえにくい、正しく
発音ができない、ことばの遅れや発
達が気になる未就学児・就学児童

運営法人 医療法人社団

電話 03-5726-8272 主な提供地域 東京都全域

ＦＡＸ 03-5726-8272 サービス提供時間 10：00-17：00

営業時間 9：00-18：00 所持資格 言語聴覚士・保育士・児童指導員

休業日 祝日・夏季・年末年始 メールアドレス jiyugaoka.kotobanomori@gmail.com

時間外の連絡 なし 責任者 杉内孝謙

ホームページ sugiuchiiin.wixsite.com/kotobanomori

言語の発達は人間形成の大切な要素のひとつです。そのため、ことばの遅れに対しては早期発見・早期療
養が大変重要となります。当施設では言語教育を主体として、ことばの遅れや伝えにくさをはじめ、会話
のやりとりがうまくいかないなどの傾向をもったお子様によりよい療育を届けます。

指導は基本的に1時間の個別支援です。
通所日数は月1回からお子様の発達の状況に合わせて決定します。

【ことばの森で行っていること】
・難聴児指導（個別・小集団）
・言語障害児指導（個別）
・構音障害児指導（個別）
・コミュニケーション指導（個別主体）
その他、発達検査、言語検査、構音検査など

アクセス

東急大井町線・東横線
自由が丘駅徒歩6分

サービスの種類 個別支援 送迎 なし

事業所ＰＲ 一日定員10名



主な療育内容

療育風景

●机上課題 ●自由遊び



安心して過ごせる場所を提供すると共に、日常生活における基本動作や集団生活への適応訓練を行います。長期的な目
標として、児童・生徒の希望や目標が少しでも実現できるような支援を行います。
感覚統合
作業療法士の木村順先生（著書『育てにくい子にはわけがある』他多数）のアドバイスによる感覚統合のサポートを行
います。
利用状況(※2020年4月現在)
小学生：６１％、中学生：１６％、高校生：２３％　　男女比 ７：３
下目黒小、碑小、菅刈小、第二延山小、大鳥中、第八中、品川特支、青鳥特支
通常級：５３％　支援級：２１％　特別支援級：２６％
※利用状況や、送迎エリア·受入学校は変動しますので、遠慮なくお問い合わせください。

アクセス

★山手線、南北線、三田線
目黒駅西口から徒歩10分
★目黒線
不動前駅から徒歩7分
★最寄バス停
「大鳥神社前」「不動尊参道」
〒153-0064
東京都目黒区下目黒3-4-4
グランメゾン清和2階

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類
放課後等デイサービス
（感覚統合、運動、社会見学、制作、
買物、調理）

送迎 あり

事業所ＰＲ

時間外の連絡 03-6303-4756 責任者 斉田 一生

ホームページ 711s.jp/sakura

営業時間 10:00～19:00 所持資格
保育士、児童指導員、強度行動障害支援者
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

休業日
土曜日、日曜日
（祝日は活動しています）

メールアドレス sakura@711s.jp

㉗ さくら

所在地
東京都目黒区下目黒3-4-4
グランメゾン清和2階

主たる対象者

小学1年生～高校3年生
療育が必要と認められる就学児
※放課後等デイサービスの受給者証をお持
ちの方（受給者証をお持ちでない場合は、
住民票がある区市町村への手続きが必要と
なります。）

運営法人 株式会社さくら

電話 03-6303-4756 主な提供地域 目黒区、品川区、渋谷区

ＦＡＸ - サービス提供時間
学校日：放課後～18:00
休校日：10:00～17:00



プログラムの紹介

  クライミングスペース

設備

制作、調理

社会見学、買い物

感覚統合、運動
　作業療法士の木村順先生（『育てにくい
子にはわけがある』等）のアドバイスによ
る感覚統合のサポートを行います。
　
タッチング
回転イス
バランスボール
トランポリン

     療育スタジオ

　手指訓練をねらいとし、ご家庭や学校で
はできない体験をしてほしいと考えていま
す。
誕生会や夏祭り、バーベキュー等の季節
ごとの行事も行っています。

 活動室

　楽しい思い出づくりだけではなく公共機
関を利用する等した社会性の訓練をねら
いとしています。
行き先は児童・生徒の希望に沿い決定し
ています。
平日は近隣の公園やお店へ買い物に行
きます。



児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

㉘ スタジオそら祐天寺（旧スタジオそら学芸大学）

所在地
東京都目黒区祐天寺２丁目４−１３
祐天寺ビル 2階

主たる対象者

児童発達支援
主たる対象年齢：～6歳（重症心身障害児以外）
放課後等デイサービス
主たる対象年齢：小学1年生～高校３年生（重症
心身障害児以外）
※2021年度より、小学5年生以上は土日のご利
用となります

運営法人 アース・キッズ株式会社

電話
入会や内容に関すること
0120-389-317
03-5724-3809（スタジオ直通）

主な提供地域 目黒区内全域及び隣接区

ＦＡＸ 03-6701-7352 サービス提供時間
月～金：10:00～12:00 /14:00～18:00
土日祝：  9:30～12:30 /14:00～17:00

営業時間
月～金：10:00～18:00
土日祝：  9:30～17:00

所持資格 保育士

休業日 なし（年末年始を除く） メールアドレス gakugeidaigaku@studiosora.jp

時間外の連絡 なし 責任者 長谷川　裕子

ホームページ studiosora.jp/  

サービスの種類 運動（個別・小集団） 送迎 なし

事業所ＰＲ

スタジオを訪れた子どもたちが、思い切り身体を動かし、遊び、汗をかき、集中し、笑い、晴れ晴れとしたそらのような気
持ちになって帰っていける、それが「スタジオそら」のコンセプトです。
【支援内容】
●スタジオ療育・・・子どもの目標に合わせ、運動や学習などを組み合わせたスキル向上を図る個別療育と、コミュニケー
ションや社会性の向上を図る小集団療育を実施しています。
●あおぞら療育・・・近隣の公園等を活用し、小集団でのびのびと身体を動かします。ルールのある遊びの中で、身体を動
かしながら1人では味わえない集団で遊ぶ楽しさやルールを守る大切さを身につけます。
●イベント　　・・・季節に合わせて、様々なイベントを企画し開催しています。
【具体的な実施プログラム】
●粗大運動
●微細運動
●ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）
●学習支援
●余暇活動（遠足・自然活動体験等）

アクセス

東急東横線
東急東横線「祐天寺駅」徒歩3分





粗大運動

微細運動

あおぞら



発達障害の特徴がみられる児童を主な対象とし、放課後の居場所を作るとともに発達に必要な様々なトレーニン
グを取り入れた運動、学習を行う場所です。

運動療育をメインとした活動の中で身体能力向上を促し、社会性などを身に付けて頂きます。

来所されてからは、学校の学習フォロー（保護者様の希望により）を行い、おやつ休憩を挟んだ後、全体でカリ
キュラムに沿った運動プログラムにて療育運動を行います。 （ 個人のレベルに合わせた個別メニューでのフォ
ローも行います。）
休日には様々なイベント活動を行い、屋内での調理教室・工作、屋外でのスポーツ教室や施設見学など社会性を
身に付ける機会も多く設けています。

ご家族様のレスパイトケアも含め、年中無休（年末年始を除く）で運営しています。
平日授業後は学校へ、休日はご自宅までスタッフが迎えにあがり、帰りはご自宅までお送りいたします。

アクセス

東急東横線
「祐天寺駅」下車徒歩7分

東急バス
「祐天寺駅前」下車徒歩2分

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類 運動（全体、個別）・学習・野外活動 送迎 あり

事業所ＰＲ

時間外の連絡 可能（090-9133-3399） 責任者 児発管/管理者　　畠山　智明

ホームページ humming-tree.com/

営業時間
平日　13：30～18：30
休日     9：30～17：30

所持資格
社会福祉主事 ２名
児童指導員   10名

休業日 年末年始のみ メールアドレス humming@gd5.so-net.ne.jp

電話 03-6712-2533 主な提供地域 目黒区、世田谷区、品川区

ＦＡＸ 03-6712-2534 サービス提供時間
平日　14：00～18：00
休日　10：00～17：00

㉙ ハミングツリー

所在地
目黒区中目黒5-27-12
　ライフイン祐天寺101

主たる対象者 障害を持つ小学校～高校生

運営法人 株式会社マーキュリーコーポレーション

目黒税務署前駒
沢

通

至 駒沢

至 恵比寿

祐天寺駅

り

都立目黒
高校

渋谷方面

祐天寺交差点

ココ

目黒税務署

祐天寺裏

交番

祐天寺

横浜方面

目黒税務署を過ぎ

て突当たりを左に

曲がり3軒目



お正月の餅つき 夏休みのデイキャンプ

全体運動

(毎月テーマが変わりま

す）

個別に分かれて個別療

育も行います。

レクリエーション

毎月季節に合わせた

様々なレクリエーションや

外出の機会があります。



放課後等デイサービス（児童福祉法による福祉サービス）

㉚ ハンズアップ

所在地
目黒区目黒本町4－１－６
PASEO武蔵小山101

主たる対象者
受給者証を持つ小学１年生～高校３
年生

運営法人 株式会社JN-ONE

電話 ０３－６３０３－２３１７ 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ ０３－６３０３－２３１８ サービス提供時間
平日：１４：００～１８：００
休日：１０：００～１７：００

営業時間 平日：１３：３０～１８：３０
休日：　９：３０～１７：３０ 所持資格 介護福祉士、教員免許、児童指導員

休業日 なし（年末年始を除く） メールアドレス info@houkago-handsup.com

時間外の連絡 ０３－６３０３－２３１７ 責任者 伊東　丈司

ホームページ https://houkago-handsup.com/

放課後等デイサービスハンズアップとは、授業終了後や学校休業日に児童・生徒が安心・安全に過ごせる場を提供すると共に、日
常生活における基本動作や集団活動へのサポートをします。
児童・生徒の興味・経験・達成感「やりたい・たのしい・できた」の気持ちを大切にし生活能力の向上・得意分野を伸ばすために
必要な経験を提供し、一つでも多くのことをできるように支援します。

・運動療育（全体運動）では感覚統合をベースとした運動を行い、月毎に運動テーマを定め徐々にレベルアップし楽しみながら
行っております。
・レクリエーションは休日（毎週日曜日・学校休業日）に調理教室・スポーツ教室・工作などを行っております。

アクセス

・東急目黒線
「武蔵小山駅」から徒歩５分

サービスの種類
放課後等デイサービス
（運動・レクリエーション・SST・学
習）

送迎 あり

事業所ＰＲ 児童が楽しめる放課後デイサービス



やりたい・たのしい・できた

通いたい！

やりたい・たのしい・できた

たから、

指導訓練室

全体運動・レクリエーション
学習室やレストルームとし

てご利用いただけます。

休日、長期休暇には運動教室・工作・調

理教室などのレクリエーションを行って



障害があってもみんな素敵な個性を持っています。びりぃぶでは地域や社会に出て生活していけるよ
うに日々訓練をしています。平成14年法人発足から16年間、「生きる力を育む」をモットーに、一
人一人の気持ちを大切にしながら子ども達の可能性を信じて活動を行ってまいりました。現在４０名
近くの登録があり、みんな元気で通所しています。びりぃぶではお子さんとより良い信頼関係を築く
ため担任制でクラス編成をしています。車送迎ではなく、びりぃぶ独自のお迎えサービスも行ってい
ます。
【放課後活動】曜日ごとに決まったカリキュラムがあります。工作・学習・SST・運動・生活・音
楽・プール等
【長期休み中】学習・調理・工作・運動の他にゲストティーチャーを招いた特別プログラムもありま
す。(エアロビクス・和太鼓・チア・英語)
【行事】遠足・宿泊学習・合宿等。

アクセス

東急東横線
[学芸大学駅]徒歩８分
[祐天寺駅]徒歩10分
東急バス
[水道局目黒営業所前]７分
[五本木]３分

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類 放課後等デイサービス 送迎 無し

事業所ＰＲ 定員20名　　

時間外の連絡 なし 責任者 星　晃世

ホームページ npo-believe.jp/

営業時間 13：00～１８：３０ 所持資格
教員・児童指導員・臨床心理士・保育
士・介護福祉士・ヘルパー2級以上

休業日
①土日祝日
②夏季休業日5日間
③冬季休業日12/２９～1/3
④活動準備日3日/年(休業日)

メールアドレス

電話 03-5721-6198 主な提供地域 目黒区 世田谷区 大田区 品川区

ＦＡＸ 03-6452-4423 サービス提供時間
平日15:30～18:30
学校休業日10:00～18:30
学校休業日9:15～16:15

㉛ びりぃぶ

所在地
目黒区中央町２－３２－５
スマイルプラザ中央町3階

主たる対象者
発達に遅れのある小学1年生～高校3年生
(児童)

運営法人
特定非営利活動法人
Believe　びりぃぶ

npo_believe@yahoo.co.jp



（工作）

ストローを使い

絵の具吹き

（運動）

自分の体を支えてブリッジ

（生活）

指先を使ってボタンの練習

（宿泊学習）

布団の準備

（親子丼年末お楽しみ会）

職員、子ども、保護者の出し物

活動の様子

行事の様子

（運動）

勢いよくジャンプの跳び箱

（宿泊学習）

持ち物を確認し、荷物整理

（夏合宿）

陶芸でお皿を手作り

詳細はホームページを

ご覧ください♪

（運動）

はしごの上を歩いて、

バランス感覚や足の裏を強化

びりぃぶイメージキャラクター

びりぃぶの子供たちを明るく照らす太陽！

前向きな気持ちになるよう目線も上向き！

そして、

才能溢れる子供になって欲しくて７色ボディー！

よろしくね！！



　平成12年に豊島区にて障害のある子供たちの親の会としてスタートし、放課後等デイ
サービスの制度よりも以前より就学児の放課後クラブを開室し地道に続けてきました。豊島
区の事業所に続いて開所した「めぐろアフタースクール」は今年で5年目となりました。年
齢や学校、能力、障害はそれぞれ違っても、一人一人が生き生きと目を輝かせながら、みん
なと仲良くお互いに学びあっています。スタッフも負けじと、日々子供たちに向きあいなが
ら互いに「こころ」を育てています。

アクセス

東急東横線
「中目黒」下車徒歩18分
「祐天寺」下車徒歩１5分

東急バス
「三宿病院前」下車徒歩１分

放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類 放課後等デイサービス 送迎 有（応相談）

営業時間 9：30～18：00 所持資格 保育士　介護福祉士

休業日 土日祝日　年末年始 メールアドレス meguro-as@minos.ocn.ne.jp

電話 03-6712-2455 主な提供地域

事業所ＰＲ

時間外の連絡 070-5560-9201 責任者 管理者　岡野香織

ホームページ meguroas.exblog.jp/

目黒区

ＦＡＸ 03-6712-2455 サービス提供時間
学校がある日14：30～18：00
学校休業日10：00～18：00

㉜ めぐろアフタースクール

所在地
目黒区上目黒5-30-7
サンライズ浅見T1

主たる対象者
障害のある、または発達に遅れがあ
る小学生～高校生

運営法人
特定非営利活動法人
アフタースクールの会



長期休みプログラムの調理実

習では烏森住区センターを借

りています。

近くの世田谷公園は皆が大好き

な場所！プレーパーク、プール、

交通公園なども活用しています。

鬼ごっこや砂場遊び、ブランコや、

水遊びなど。。。

プロに習うダンス！

皆が大好きな企画です！

ストレッチやヨガ、室内でも身

体を使います。

こちらはお出かけの様子、公共交通機関を使って

おでかけしたり、アフターの車を使います。

協力しておやつ作り。
アフターは皆仲良し！

楽しい時を一緒に過ごすこと

で、お互いよい刺激を与え

あったり、助け合ったりして

います。

季節の行事や工作などイベントも盛りだくさん。


