
つむぎ高梁

特定非営利活動法人 発達支援ネットワークつむぎ

児童発達支援・放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・日中一時支援

～私たちのおもい～
つむぎ高梁は、子ども自身が達成感や満足感を感じ

ることができるよう、ご家庭や子どもを取り巻く関係
機関と協働し、子どもさんの育ちとご家庭の子育てを
応援します。
そのために、ひとりの子どもの得意なこと、好きな

ことを尊重しながら、意欲的に課題や学習に参加でき
ることを大切にしていきます。

〒７１６－００４６

高梁市横町１０７２－１
ＴＥＬ
０８６６－５６－００１１ （児童発達支援）
０８６６－５６－００１０ （放課後等デイサービス）
ＦＡＸ ０８６６－５５－５７０１
Mail takahashi@tumugiokayama.com

ホームページ http://tumugiokayama.com/
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≪児童発達支援≫
乳・幼児期（０歳～就学前）のお子様が対象となります

ほっぷクラス
月曜日～金曜日 ８：３０～１２：３０

主に幼稚園・保育園・こども園などに通われていないお子様のクラスです。

基本的な生活習慣の確立、コミュニケーション力の向上、遊び・運動・認知発達の支援を
行います。

スケジュール

日中一時支援の利用により８：００～の受け入れが可能です。

（月曜日のみ７：３０～の受け入れ可）ご相談下さい♪

８：３０～ ・登園

※またはご自宅までお迎えに行くことも出来ます

・身辺処理、プレイエリア遊び

９：００～ ・個別活動（先生と一緒に勉強・一人で勉強）

※お子様の課題に合わせて目標を設定します

１０：００～ ・小集団活動（お友達と一緒に活動します）

あつまり／制作／玩具遊び／外遊びを週替わりで実施

※年齢や、目標に合わせてグルーピングします

１１：００～ ・プレイエリア遊び

１１：３０～ ・昼食

※お弁当ｏｒ給食弁当￥３００の注文もできます ご相談下さい♪

１２：００～ ・プレイエリア遊びなど

１２：３０ ・お迎え（時間帯は時間差になります。個別にお知らせします）

※またはご自宅までお送りすることもできます

ここからは日中一時支援の時間帯になります（別途料金が必要です）

１３：３０ ・お昼寝

１５：００ ・おやつ

１５：３０～ ・プレイエリア遊び／公園遊びなど

１６：３０～

１７：３０まで

・お迎え

※またはご自宅までお送りすることもできます
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すてっぷクラス
月曜日～金曜日 ８：３０～１１：３０

主に幼稚園・保育園・こども園などに通われている３歳児以下のお子様を対象としたクラ
スです。

集団生活に必要なコミュニケーション力の向上、生活面・遊び・運動・認知発達の支援を
行います。

スケジュール

日中一時支援のご利用により８：００～の受け入れが可能です。

（月曜日のみ７：３０～の受け入れ可）ご相談下さい♪

８：３０～ 登園

身辺処理、プレイエリア遊び

９：００～ ・個別活動（先生と一緒に勉強・一人で勉強）

※お子様の課題に合わせて目標を設定します

１０：００～ 小集団活動（お友達と一緒に活動します）

～あつまり／制作／玩具遊び／外遊びを週替わりで実施～

※年齢や、目標に合わせてグルーピングします

１１：００～ ・お迎え

＊または日中一時支援のご利用により、所属園まで送っていくこともで

きます。ご相談下さい♪

ほっぷクラス＆すてっぷクラスの主な活動

★生活習慣面の支援 一人ひとりのお子様に応じて、食事・着脱・排泄の自立

を目指します

★小集団活動

（あつまり）

歌や手遊び、絵本の読み聞かせ、スキンシップ活動、順

番活動、ルールのある遊びなど、様々な活動に取り組みま

す

★玩具遊び

（お友達との遊び）

1種類の玩具を介してお友達と一緒に遊び、並行・共

有・協力関係の経験を積み重ねます

★個別活動（お勉強） 指先・認知課題など個々のねらいに応じて先生と1対1

で取り組みます

★外遊び 遊具遊びや散歩など、体をしっかり動かして心身のバラ

ンスを図ります

★プレイエリア遊び 好きな遊びを選んだり、先生やお友達と一緒に楽しく遊

んだりする経験を通してうまく人関わる力や遊びの幅を広

げていくことを目指します

粘土遊びや制作・工作活動なども随時取り組みます
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じゃんぷクラス
月曜日～金曜日 １４：００～１６：３０

幼稚園・保育園・こども園に通われている４・5歳児さん対象のクラスです。
就学に向けて、コミュニケーション力の向上、生活面・遊び・運動・認知発達の支援
を行います。また、お友達との共有遊び、協力遊び、ルールや約束事のある遊びを
通して、人との関わり方や社会のルールをしっかりと学んでいくことを目的としてい
ます。

スケジュール

１３：３０～ 登園

＊または日中一時支援のご利用により、所属園までお迎えに行く

ことも出来ます。ご相談下さい♪

身辺処理、プレイエリア遊び

１４：００～ 個別活動（先生と一緒に勉強・一人で勉強）

※書字活動などお子様の課題に合わせて目標を設定します

１５：００～ おやつ

１５：３０～ 集団活動

・一つの遊びを一緒に楽しむ活動（共有遊び）

・協力して遊びに取り組む活動（協力遊び）

・ルールのある活動（順番活動や約束事のある遊び）

など所属園でもされているような遊びを中心に、

お友達と一緒に遊べる環境を設定して取り組みます。

１６：００～ プレイエリア遊び

１６：００～

１７：３０

お迎え（時間帯は時間差になります。個別にお知らせします。）

※お仕事などの関係で難しい場合はご相談下さい。
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ほっぷ・すってっぷ・じゃんぷ 合同クラス
土曜日 ９：００～１３：００

「平日は幼稚園や保育園をなるべくお休みしたくない」「お休みの時の振替をしたい」
「日頃は園の給食なのでつむぎで食事の支援をして欲しい」など・・・

この土曜日を上手くご活用下さい。

スケジュール

８：３０～ 登園

身辺処理、プレイエリア遊び

９：００～ ・個別活動（先生と一緒に勉強・一人で勉強）

※お子様の課題に合わせて目標を設定します

１０：００～ 小集団活動（お友達と一緒に活動します）

あつまり／制作／玩具遊び／外遊びを週替わりで実施

※年齢や、目標に合わせてグルーピングします

１１：００～ お迎え／プレイエリア遊び

１１：３０～ 昼食（お弁当ｏｒ給食弁当￥300の注文もできます ご相談下さい♪）

１２：３０～ お迎え

ここからは日中一時支援の時間帯になります（別途料金が必要です）

１７：００まで お迎え／プレイエリア遊び／公園遊びなど

※午後のお迎えは、都合の良い時間をご相談ください。
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親子や家族で通っていただく教室も開催しています！！

親子活動
（第４土曜日）１４：００～１５：３０

「保護者の方も楽しく！！」を目指しています。日頃お子様とじっくり関わることができな
い保護者の方もおられると思います。この日は、お子様と一緒に過ごし、遊びましょう。
そして子育てに関する悩みや心配事などご気軽にご相談下さい♪

お子様の様子を見ていただきながら一緒に課題を共有し、よりよい支援を一緒に考えて
いきます。

スケジュール

１３：００までの単独療育(前ページ参照)と両方参加していただくことも可能で

す！！

１３：３０～ 登園、身辺処理、プレイエリア遊び

１４：００～ あつまり
※歌やスキンシップ、親子で楽しめる遊びを中心に取り組みます

１４：３０～
親子で遊ぼう

※運動遊び、制作活動、季節遊びなど親子で一緒に取り組める遊

び

１５：１０～ ふりかえりタイム

※良かったこと、感想などお互いに話し合ってみましょう

※活動内容によって、スケジュールの順番は変更することもあります。

きょうだい児さん、お父さんも
是非きてくださいね!!
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≪放課後等デイサービス≫
小学生～高校生のお子様が対象となります

つむぎ高梁の「放課後等デイサービス」は次のような3つのサービスがあります。
お子様の状況に合わせてご利用いただけます。

フリースペース つむぎ
月曜日～金曜日 ９：００～１３：００

発達になんらかの支援が必要なお子様で、学校への行きしぶりがあったり、登校できな
かったりして、自宅で過ごしているお子様を対象としています。

認知発達や社会的スキル向上の支援と、自宅以外にも安心して過ごせる居場所となるよ
うに支援を行います。お子さんの思いを聞き取りながら状況に合わせて支援を組み立てま
す。

スケジュール

９：００～

１０：００

来所

＊または自宅までお迎えに行くことも出来ます。ご相談下さい♪

１０：００～ 個別の課題や活動に取り組みます。

※個別に応じて時間帯も調整できます。ご相談下さい。

１２：３０～ 昼食(お弁当持参)

※給食弁当￥300の注文もできます。ご相談ください

１３：００～

１３：３０

お迎え

＊または自宅までお送りすることもできます。ご相談下さい♪
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放課後つむぎクラブ
月曜日～金曜日 １４：００～１７：３０

平日の放課後に来所していただき、個別のねらいに沿った支援
課題や活動に取り組みます。学校の宿題にも取り組みます。

また、様々な楽しめる遊びや小集団活動を通して、遊びの幅を広
げるとともに、ルールの理解、他者とのやりとりや関わり方を学び
ます。

スケジュール

1４:00

以降～

来所

＊日中一時支援のご利用により、所属機関までお迎え

に行くことも出来ます。ご相談下さい♪

・先生と一緒にお勉強

・宿題

・１人でお勉強

・小集団活動

・プレイエリア

お子さんごとの個別スケジュールにより自分のスケ

ジュールを把握して、自立的に行動できることを目指

します。

17:00～

18:00

お迎え

※時間帯は時間差になります。個別にお知らせします。

放課後つむぎクラブの主な活動内容

個別ワーク活動 認知発達の向上やコミュニケーション能力の向上をねらい、
先生と一緒に（あるいは一人で）課題や活動に取り組みます。

小集団活動 社会性やコミュニケーション能力の向上をねらい、お友だち
と一緒に順番やルールのある活動に取り組みます。

宿題の支援 基礎的・基本的な学力を身につけること、目標をもって学習
に取り組む姿勢を整えることを目指します。

プレイエリア活動 プレイエリアでの遊びを通して、興味・関心の幅を広げていく
ことや、円滑な人間関係を築く方法を学ぶことを目指します。

※長期休みなどについては、日中一時支援を併用することで午前中からの受け入
れが可能です。
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つむぎサークル
毎週土曜日 ９：００～１５：００

週末は、余暇活動や集団活動を中心に活動しています。
将来の自立に向け、ライフスキルやソーシャルスキルの獲得を目指します。
“ライフスキル：社会生活を送っていくうえで必要な、様々な技術のこと”
“ソーシャルスキル：対人関係や集団行動を上手に営むための技術のこと”

スケジュール

日中一時支援の利用により８：００～の受け入れが可能です。

ご相談下さい♪

9:00～ 来所

※朝のお迎便をご利用いただけます。

9:15～ 事前学習など

9:30～ 余暇活動

※外出活動、公共機関の利用、クッキング、季節ならではの活

動等

※活動内容は、その都度つむぎ通信にてお知らせします

12:30～ 昼食（給食弁当￥３００の注文も出来ます。ご相談下さい）

13:00 余暇活動

ワーク（振り返りタイム）

14:00～ お迎え（１４：００～１４：３０の間にお越しください）

ここからは日中一時支援の時間帯になります

（別途料金がかかります）

15:00～

17:30まで

プレイエリア遊び、公園遊びなど

〇朝のお迎えサービスについて 川上便・有漢便を運行しています

川上便停留所

8:25 絵ぶた館

8:30 ふるさとプラザ

8:37 元成羽地域局駐車場

8:44 ザグザグ落合店

8:50 つむぎ高梁

有漢便停留所

8:20 有漢地域局

8:27 巨瀬地域市民センター

8:42 川面地域市民センター

8:50 木野山駅

9:00 つむぎ高梁 9



≪保育所等訪問支援≫

つむぎ高梁の訪問支援員がお子様の所属機関を訪問します。

お子様の困った行動の背景にある課題を明らかにして手だてを整理した
り、一人ひとりの特徴に配慮する点を整理したりしながら、集団生活に上手
く適応できるように、所属機関の先生と協力・連携して支援を実施します。

月曜日～金曜日 随時
お子様が所属機関(幼稚園、保育園、こども園、学校、学童保育)に通
われている時間帯です。

訪問までのスケジュール

①所属機関と日程の調整をします。

②保護者の方に決定日時をメールにてお知らせします。

※訪問に関して、何かご要望がありましたら、お知らせ下さい。

当日 保育所等訪問実施（各所属機関へ出向きます）

訪問より

1週間以内
・電話や来所時に訪問時のお子様の様子をお知らせします。

・訪問記録表を作成し、お渡しします。

10
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≪居宅訪問型児童発達支援≫
対象 0歳～満18 歳に達するまで

重度の心身障害や不安が著しく強い等の特性のため、外出が困難なお子
様は発達支援をうける機会が保障されにくい現状があります。

このようなお子様に対し、ご家庭に訪問をして、育ちや学びの機会を保障し、
発達を促していきます。

月曜日～金曜日 10:00～12:00
訪問の時間帯は、お子様の状態に合わせ、
ご希望に応じて調整をさせていただきます。

～対象になるお子様～
重症心身障害などの重度の障害により、
 感染症にかかりやすく重篤化する恐れがある場合
 医療的ケアーが必要な場合(人工呼吸器の使用、た

ん吸引など)などの理由で、外出することができないお
子様

生活習慣面の支援 一人ひとりのお子様に応じて、食事・着脱・排泄の自立を目指します。

遊びの支援

先生と一緒に楽しく遊ぶ経験を通して、人と関わる経験を増やしたり、運

動機能の向上を目指したり、遊びの幅を広げたりすることを目指します。

個別活動
認知発達カリキュラムに沿って、個々のねらいに応じて取り組みます。

（認知面、運動面、コミュニケーション面の全体的領域）

【お子様の活動内容】

※当日のお子様の体調や状況にあわせて、休憩などにも配慮しながら取り組んでいきます。

活動終了後は、保護者の方との振り返りや相談支援なども実施します。
日頃のお子様の様子の中で気になること、心配なことなどありましたら、
お知らせ下さい。
情報を共有しながら、一緒に手立てを考えていきましょう。 11



お部屋の紹介

児童発達支援事業

～プレイエリア～ ～あつまりエリア～

～お勉強エリア～ ～園庭～

お子様にとって魅力的な玩具
がいっぱいです。先生やお友
達と一緒に遊びます！！定期
的に玩具も変わりますよ。

お友達と一緒に小集団の活動
に取り組みます。楽しい活動が
盛りだくさんです。

園庭もあります。

しっかり体を動かして身体のバ
ランスも養えます!(^^)!

個別のねらいに沿って、先生と
1対1で色々な課題に取り組み
ます。
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お部屋の紹介

放課後等デイサービス

～プレイエリア～

～先生と一緒にお勉強エリア～～一人でお勉強エリア～

～ロッカー・スケジュールエリア～

玩具や、ミニゲームなど、多種
多様にあります。玩具は定期
的に変わります！！

一人ずつロッカーとスケジュー
ルがあり、つむぎでの過ごし方
の見通しや自立的なスジュー
ル管理の支援を行います。

１人ひとりのお子様のねらいに
沿って、先生と一緒に課題に
取り組みます。

一人で課題を実施完了するこ
とにより自信や自己肯定感を
育みます。学校の宿題サポー
トも行います。
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相談支援は随時行っています

困りごとやご要望などがありましたら、ご気軽にご相談下さい。

一緒に問題を整理しながら、必要な支援を考えていきましょう。

（家庭連携支援・関係機関連携支援・事業所内相談支援など）

○営業日 月曜日～土曜日
※日曜日、祝日、お盆、年末年始はお休みです。

○営業時間 ８：００～１８：００

○支援実施地域 高梁市、吉備中央町、新見市、総社市

○事業内容 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達・日中一時支援事業

〇利用にあたって

発達のなんらかの遅れやかたよりが気になる子どもや障害のあるお子様
で、乳幼児健診・児童相談所・保健所・医療機関等で療育の必要性を認め
られ、市町村から受給者証を交付されているお子様が対象となります。

○利用料 国が定めるサービス料金表の額に沿い、ご請求いたします。
※ご家庭毎に市町村が上限額を定めております。

○実費 余暇活動の費用・視覚教材のコピー代（ご要望の場合等

つむぎ高梁と併設して相談機関もあります

発達・相談支援センターつむぎ
お子様の発達や育児について、不安や悩みなどの相談に応じ

ます。保護者の方と一緒に問題を捉え、問題の解決に向けて支
援します。また、福祉サービスの利用にあたり支援計画の作成
も行っています。（相談支援は無料です）

TEL 0866-55-5600 14



～お問い合わせ・ご相談・見学等は随時受け付けております～

お子様のことで気になることや不安なことがございま
したら、お気軽にお電話下さい。

つむぎ高梁
☎0866-56-0011（児童発達支援）

0866-56-0010（放課後等デイサービス）

(特非)発達支援ネットワークつむぎR3.1.6～

つむぎ高梁の周辺地図

←新見方面            岡山方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポルカ 

すき家 

セブンイレブン 

コーポ 

ザグザグ 

つむぎ 

高梁 ※駐車場は敷地内

にあります 

 

※発達・相談支援センターつむ

ぎをご利用の場合もこちら

へご来所下さい。 

ぜひ「いいね」をお願いします！！

つむぎの支援の様子や研修の
ご案内、などをお届けしています。
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