
　発達に支援が必要な児童の通所施設です。早
期に必要な指導や特徴に合わせた療育を提供す
ることで、将来的に児童とその家族の負担を軽減
できるように支援します。お子さま一人ひとりの発
達特性に応じた対応を保護者とともに学ぶことで、
お子さまたちが生き生きとした日常生活が送れる
ように支援します。また、療育だけではなく、施設の
有する専門機能を活かし保育所等訪問支援や障
害児相談等の地域支援を行います。

児童発達支援センターの機能

冬休みからの見学・体験受付中！ 各サークルまでお気軽にお問い合わせください。

TEL０２９‒８４６‒３３５５つくば市東２‒３１‒５

お子
様の
できた！ を増やします！

　株式会社サシノベルテ「こどもサークルつくばつ
なぐ園」が開設の運びとなりましたことを心からお
慶び申し上げます。
　久保田代表取締役をはじめ、関係者の皆様方の
多大なるご尽力に対しまして、深く敬意を表する次
第です。

　本県では、「活力があり、県民が日本一幸せな県」
を目指し、障害のある方が地域で安心した生活が
できるよう、障害福祉サービス提供体制の整備に
取り組んでいるところです。
　こうした中、貴施設が、本県５か所目となる児童
発達支援センターとして、周辺の児童発達支援事
業所等と緊密な連携のもと、障害児の療育支援を
開始されますことは、誠に心強い限りです。
　今後、障害児支援の拠点として、利用者の皆様は
もとより、地域の方々に愛される施設となりますこ
とをご期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。

祝　　辞
茨城県知事
大井川 和彦

　「こどもサークル」の親子体操や、職員に対するこ
どもたちへの運動支援に関する研修を実施させてい
ただいています。特に発達に支援が必要なお子さま
へは、コーディネーショントレーニングという、いかに
成長発達に応じてからだをうまく動かせるようになる
か、に着目して職員のスキルアップを図っています。
　お子さま個々の発達の状況や状態に応じて運動
支援が出来る体制づくりをしている「こどもサーク
ル」で楽しく身体を動かす習慣作りを応援します。野村 一路

日本体育大学元教授
全国特別支援学校長会
みんなdeスポーツ推進委員会
顧問

つくば つなぐ園
初開設！
つくば市内

相談室相談室

ホールホール

運営をご協力いただいている専門家

こどもサークル つくば
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施設の外には広い庭を完備。自然に触
れながら、お子さまの成長をうながし、豊
かな感性を育てます。

専属の栄養士が園内で献立を作り、茨城
県産の食材を使用した季節を感じるおい
しい給食を提供します。

できたての給食 のびのびと広い園庭
朝8時半から、お子さまのお預かりを実
施していますので働くママも安心してご
利用いただけます。

働くお母さんサポート

対象となるお子さまに合わせた運動メニュー
を遊びの中で行ったり、目的とする動作を習
得するために必要な体の動かし方等を支援
していきます。

ABA（応用行動分析）に基づく療育を、専門
のトレーニングを受けた認定指導員が個別
に行います。５領域６００項目以上の豊富な個
別課題をお子さまの成長に合わせて進めて
いきます。

こどもサークルには専門性を有する人材が
多数在籍しております。言語聴覚士や作業
療法士、保育士等が連携しながら、お子さま
の機能訓練を行い、発達を支援します。

集団で成り立つ社会の中では、個性の大切
さと同時に、生活していくうえでのルールや
マナーを身につけることも必要です。季節ご
とのイベントも参加するだけでなく、企画から
手伝うことでお子さまの主体性を育てます。

遊びや目的から体の動かし方を学ぼう！

慶應義塾大学で開発された
「完全個別療育」！

言語聴覚士や作業療法士など
各プロフェッショナルによる支援

社会のルールやマナーを身につけよう！個別プログラム個別プログラム

運動プログラム運動プログラム 機能訓練
プログラム
機能訓練
プログラム

ソーシャルスキル
プログラム
ソーシャルスキル
プログラム

　児童発達支援や保護者支援に取り組ん
でこられた豊富な経験と専門知識を活か
し、地域の中核的支援施設（こどもサーク
ルつくばつなぐ園）として新たな取り組みを
開始されることに敬意を表します。
　児童発達支援センターの重要な任務に
ついて、日々、質の向上に努められ、地域の
児童福祉の向上に貢献されることを祈念し
ます。前田 正一

慶應義塾大学大学院
教授

　この度、つくば市初の児童発達支援センター、こ
どもサークルつくばつなぐ園が開設の運びとなり
ました。これもひとえに地域の皆様のご理解とご協
力、関係機関、茨城県、つくば市をはじめとする行
政の方々のご支援ご指導の賜物と深く感謝してお
ります。2,000坪を超す敷地に広い園庭を備え、
園内には大ホールをはじめ、言語聴覚士や作業療
法士等の専門職が個別の療育を行うためのルーム
を多数設け、あらゆる活動に対応できる施設となっ
ております。
　ここでは、慶應義塾大学で開発された専門療育

や、日本体育大学野村元教授開発の体操プログラ
ム、筑波大学徳田教授の親子相談会など、私たちだ
からできる、私たちにしかできないアカデミックな
支援を展開してまいります。
　また、これら児童発達支援だけでなく地域支援、
相談支援など児童発達支援センターとして求めら
れる役割を強く認識し、運営してまいります。
　私たちの存在が、こどもたちと家庭をつなぐ、地
域とつなぐ、そして未来へつなぐものになる、そん
な想いを根底に命名した「こどもサークルつくばつ
なぐ園」。
　これからも良質かつ適切な療育を効率的に提供
する事業所として、私たちはその責務を果たしてま
いります。引き続きご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

ごあいさつ
株式会社サシノベルテ
代表取締役
久保田 嘉郎

　このたびは、株式会社サシノベルテ こどもサーク
ルつくば つなぐ園の完成、誠におめでとうございま
す。久保田 嘉郎代表取締役をはじめ、株式会社サシ
ノベルテの関係者の皆さまには、日頃からつくば市
の福祉事業へご尽力いただき、心から敬意を表し
ます。

　つくば市では、地域で支え合い、誰もが安心し自
分らしく生きる福祉のまちづくりを進めています。
この実現には、市や福祉関係の事業者・団体が力を
合わせて行うことが必要不可欠です。株式会社サ
シノベルテで行われる様々な事業は、地域社会にお
ける福祉課題の解決に大きな役割を担うものであ
り、誰一人取り残さないまちを、皆さまとともに
創っていきたいと思いますので、今後ともご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、株式会社サシノベルテの今後ますますの
ご発展を心からお祈りいたします。

祝　　辞
つくば市長
五十嵐 立青

親子体操教室
with 日本体育大学

日本体育大学の野村元教授と一緒に、親
子で出来る体操教室を行っています。家で
も出来る体操等、お子さまと触れ合うきっ
かけとしてご好評をいただいております。

ペアレントカフェ

慶應義塾大学の先生を招き、地域の子育
て情報やさまざまな子育てまめ知識の共
有の機会を提供しています。

発達にお悩みのある方の子育て相談会
with 筑波大学

筑波大学の徳田教授による子育てセミ
ナーや、気軽に悩みを話せる個別相談会
も行っています。

移動動物園

ふれあい動物園ANIMAのご協力のもと、
動物たちと触れ合うイベントを開催してい
ます。小動物とのふれあい体験やエサやり
等、お子さまたちに人気のイベントです。

ユニバーサル野球大会

重度の障がいがある一人の少年との出
会いがきっかけとなって誕生した、大人
から子どもまで全員が参加できる、新し
い野球です。

サッカー教室
with 鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズのスクールコーチを招
き、サッカー教室やスポーツに触れ合うイ
ベントを行っています。

こどもサークル イベントのご案内イベントのご案内 ラウンジラウンジ

完全個別療育

茨 城 県 内
事業所一覧

開設予定

こどもサークル大洗・こどもサークル水戸・こどもサークル大串
こどもサークル石岡・こどもサークル石岡キッズ・こどもサークル石岡府中・こどもサークル美浦

こどもサークル桜川・こどもサークル筑西・こどもサークル筑西川島・こどもサークル小川・こどもサークル結城
こどもサークル北茨城

県央 県西

こどもサークル境・こどもサークル古河県西

県南 県北
こどもサークル鉾田・こどもサークル新鉾田駅前・こどもサークル潮来・こどもサークル鹿嶋・こどもサークル鹿嶋緑ヶ丘・こどもサークル津賀鹿行

こどもサークル神栖・こどもサークル上幡木鹿行

〜
〜

指導訓
練室

指導訓
練室
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with 慶應義塾大学

with ユニバーサル野球 with ANIMA

４つの療育の柱

つくばつなぐ園の特徴
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