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【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和2年1月1日

放課後等デイサービス

多機能型事業所　　えんげる

株式会社　　輝

住所

865-0052

玉名市松木23-1松木中央ビル1Ｆ

電話 0968-57-7443 FAX 0968-57-7445 開所日

メールアドレス  engel6177@gmail.com

ホームページ

併設事業 児童発達支援、日中一時支援

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

土曜日・日曜日を除く
月曜日～金曜日

月曜日～金曜日　13:30～17:3010 名

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 　 備考

範囲 荒尾、玉名地区（片道30分以内）

小学生 中学生

〇 △ ×

高校生

有

有の場合



【アクセス】

えんげるの特色と方針

発達やコミュニケーションに課題を抱えるお子様1人1人に

しっかり寄り添いながら、成長や将来へ向けた自立を支え、

安心して過ごせる居心地の良い第2の我が家を目指します。

児童発達支援事業所

「えんげる」では、障害の有無にかかわらず、発達の気に

なるお子様が、家族と一緒に明るく楽しく日常を過ごして

いけるように、基本動作や知識の習得を深い愛情をもって

ご家族とともにスタッフ一同サポートしていきます。

放課後等デイサービス

①自ら学習する力をつける。

②人とのコミュニケーション能力をつける。

③学校や地域での社会性を身につける。

の３つをカリキュラムの3本柱としています。

簡単に使える最新のタブレット等や教材を使っていますの

で、誰でも楽しみながら通うことができます。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成26年7月1日

放課後等デイサービス

多機能型支援センターオリーブ

合同会社オリーブ

住所

865-0072

玉名市横島町横島58-64

電話 0968-84-3133 FAX 0968-84-3134 開所日

メールアドレス  godo_olive@yahoo.co.jp

ホームページ

併設事業 就労支援B型、日中一次支援

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～金曜日 9:30～17:00（13:00～17:00）10 名

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 　 備考

範囲 熊本市、有明地域

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

・肥後伊倉駅より車で約10分

・ 学校が休みの日などは、朝早いお仕事をされている親御様に

    ご利用いただけるように送迎時間のそうだんをお受けいたします。

・ 親御様のご要望にお応えした支援をさせて頂きます。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成30年9月1日

放課後等デイサービス

障がい児通所支援事業所　くるり

社会福祉法人　天水福祉事業会

住所

865-0065

玉名市築地841番地1

電話 0968-72-7700 FAX 0968-72-7701 開所日

メールアドレス  qururi@tensui.or.jp

ホームページ  http://www.tensui.or.jp/

併設事業 児童発達支援

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

       ①月曜日　②火曜日　③水曜日
       ④木曜日　⑤金曜日
                   ＊祝祭日営業
        年末年始（12/29～1/3）除く

   ①②③④⑤
   放課後       15:00～17:00
   学校休業日  9:30～17:00

8 名

車いす対応のリフト車・スロープ車完備しています

備考 　（給付費対象外サービス）　おやつ50円・入浴300円

有

有の場合 料金 ３50円 備考 　摂食形態に合わせた給食を提供します。

料金 　 備考

範囲 原則玉名市・荒尾市・玉名郡　（往復30分以内）

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

主に重症心身障がい児を対象とした事業所です。放課後等デイサービスでは、

放課後や学校休業日に生活能力向上のための訓練、社会交流の促進等を行います。

個別・集団療育に留まらず、人と人をつなぐ、総合的な療育を行います。

支援内容

（生活支援）入浴、排せつ、または食事の支援、その他の日常生活上の援助

を中心に健康管理、地域交流、レクリエーション等を行います。

（相談支援）利用者様及びそのご家族への相談支援を行い、必要に応じて助

言をさせていただきます。

（食事）適切な栄養量及び内容の食事の提供を行います。

（意思決定支援）自分のことは自分で決める、お手伝いをいたします。

一日の流れ（放課後）

15:00 健康チェック

始まりの会

活動・入浴

17:00 帰りの会

一日の流れ（学校休業日）

9:30 健康チェック

9:50 始まりの会

10:00 午前の活動

12:00 昼食・休憩

13:00 午後の活動・入浴

17:00 帰りの会



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲 荒尾市・玉名市・玉名郡

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 無 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

　　　月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・
　　　金曜日・土曜日
　　　＊年末年始（12/29～1/3）除く

（平日） 13:00～17:30
（休日）   8:30～16:00

10 名

メールアドレス  monkuuru_0701@yahoo.co.jp

ホームページ

併設事業 生活介護、日中一時支援

平成27年7月1日

放課後等デイサービス

多機能型事業所もんくぅる

株式会社もんくぅる

住所

865-0056

玉名市滑石2401-1

電話 0968-75-2010 FAX 0968-75-2020 開所日



【アクセス】

居室の様子

構造化した空間にて、一人ひとりが落ち着いて活動できるように支

援します。

広い居室にて、体を動かしたり、

集団活動を行っています。

・JR鹿児島本線

玉名駅より車で約10分

・産交バス

共和入口バス停より徒歩5分



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲 玉名市・荒尾市・長洲町・玉東町・和水町・南関町

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

備考 上限額の範囲内

有

有の場合 料金 　350円 備考 　

料金 　 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

 月曜日・火曜日・水曜日・土曜日
 日曜日・祝日・長期休暇
 （12月30日～１月３日までを除く）

   月曜日・火曜日・水曜日
　   ・・・10:30～17:15
   土曜日・日曜日・祝日・長期休暇
   　・・・10:00～15:30

10 名

メールアドレス  kirakira@kxd.biglobe.ne.jp

ホームページ  shahuku-kirakira.com

併設事業 日中一時支援事業

平成22年4月1日

放課後等デイサービス

生活支援センターきらきら

社会福祉法人きらきら

住所

869-0222

熊本県玉名市岱明町野口字塚原666番地

電話 0968-57-5755 FAX 0968-57-5766 開所日



【アクセス】

〈公共機関〉

　九州産交バス　　  上野口バス停、徒歩３分

構造化を取り入れた支援を行なっていま
す。
身辺自立・学習面において一人で出来るこ
とを増やしていこうという想いで取り組ん
でいます。
また、子どもさんの特性に応じて出来る

ことを更に伸ばし、一定の場所に限らずど
こに行っても同じ内容を一人で出来ること
で、子どもさんたちの自信に繋がるように
取り組んでいます。
苦手な分野も個人に合わせて小さなとこ

ろから職員と練習をする事で少しずつス
テップアップし出来ることの幅を広げてい
けるように行っています。

集団にも適応できるように取り組んでい
ます。
コミュニケーション・社会性を学んで頂

いています。
一人で出来るようになったことや職員と

の関わりで出来るようになったことを集団
の中に入り同世代の子どもさんたちと過ご
す練習を行っています。
環境や他者との関わりが出てくるので、

順番を待つ、周りに合わせて活動に取り組
む、物の貸し借りの仕方などを職員が間に
介入しながら適切な関わり方の練習を行っ
ています。
集団活動でも個々に応じてグループ編成

を行ない、レクリエーション、ウォーキン
グ、行事など楽しみながら行っています。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和3年5月12日

放課後等デイサービス

子ども発達支援ステーション虹いろＳＵＮ

NPO法人　虹の子会

住所

865-0058

熊本県玉名市六田19-13

電話 0968-51-3821 FAX 0968-51-4317 開所日

メールアドレス  nijiirosun2019@gmail.com

ホームページ  http://hp.kaipoke.biz/066/

併設事業 児童発達支援事業所

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

 ①月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日
 ②祝日・学校休業日
 ＊お盆、年末年始は除く

①14:00～17:30
②10:00～16:00

10 名

備考 　移動先の施設入場料等は別途

無

有の場合 料金 　 備考 　原則お弁当持参・昼食代の場合も対応します。　

料金 　 備考

範囲 荒尾市・玉名郡市（送迎片道30分ぐらい）

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



1日のスケジュール

学校終了～　　学校お迎え

15:20～ 検温、手洗いうがい、体調チェック

15:30～ 始まりの会、おやつ

15:50～ 学習

16:30～ 活動（制作、感覚、運動、SST等）

16:30～ 自由あそび

17:15～ 帰る用意、トイレ

17:20～ 帰りの会

17:30～ 送迎開始

10:00～ 検温、手洗いうがい、

体調チェック

10:00～ 始まりの会

課題学習、個別課題

10:50～ 活動

12:00～ 昼食

13:00～ キッズヨガ等（準備運動）

13:20～ 活動

15:00～ おやつ

16:00～ 送迎開始

【アクセス】

JR玉名駅から徒歩20分

平日

祝日・学校休業日

子どもたちに元気なハートと大きな幸せを！

私たちは真心を持って貢献し続けます

子ども達1人1人の個性を大切にし個別の活動や集団療育活動を通して、

社会性やルールを少しずつ身に着けられるように支援を行っていきます。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲 玉名市、荒尾市、玉東町、和水町、南関町、長洲町

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 　54円 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～金曜日
＊祝祭日、年末年始除く

月曜日～金曜日　 14:00～17:00
学校休業日　        8:30～16:00

10 名

メールアドレス  smilekids@tamakinaso.or.jp

ホームページ  https://tamakinaso.net/

併設事業 児童発達支援、保育所等訪問支援

平成17年4月1日

放課後等デイサービス

児童発達支援センターすまいるきっず

社会福祉法人　玉医会

住所

865-0005

玉名市玉名2185-2

電話 0968-71-1050 FAX 0968-73-5407 開所日



【アクセス】

・九州新幹線「新玉名駅」より車で3分  

・ＪＲ鹿児島本線「玉名駅」より「南関」または「江田」行きのバスに乗り換え、

 「医療センター前」下車、徒歩５分

・九州自動車道「菊水ＩＣ」より車で15分

親子療育・単独療育を通して、個別支援計画書に基づき、

身辺面や社会性の取り組みを行うと共に、生活学習や家族支援を

行っています。

学童療育スケジュール

13：30 順次学童療育開始

個別課題、サーキット、クッキング、掃除学習など・・

17：00 療育終了



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

要相談

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 弁当をお持ちください　

料金 37円 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～金曜日
＊祝祭日、年末年始除く

月曜日～金曜日　 14:00～17:00
学校休業日　         8:30～16:00

5 名

メールアドレス  smilekids@tamakinaso.or.jp

ホームページ  https://tamakinaso.net/

併設事業 児童発達支援、保育所等訪問支援

平成31年4月1日

放課後等デイサービス

児童発達支援センターすまいるきっず(重心児対応)

社会福祉法人　玉医会

住所

865-0016

玉名市岩崎47-1

電話 0968-57-7088 FAX 0968-76-7661 開所日



【アクセス】

・九州新幹線「新玉名駅」より車で６分   　

・JR鹿児島本線「玉名駅」より車で５分

・JR鹿児島本線「玉名駅」より産交バス「玉名・下津原線」に乗車し

「岩崎橋」下車、徒歩１分

利用児と家族にとって安全で安心できる

環境を提供すると共に、利用される

全ての可能性を広げるために、発達を

支援し、それを基に生活を支えるための

提案を行います。

【療育プログラム】

（長期休暇を除く平日の場合）

来所

バイタルチェック

水分補給

排泄

主活動（制作・感覚遊びなど）

水分補給

排泄

療育終了



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和3年4月1日

放課後等デイサービス

虹いろSUNライズ

NPO法人　虹の子会

住所

865-0058

熊本県玉名市六田35-6

電話 0968-51-3553 FAX 0968-51-3821 開所日

メールアドレス  nijiirosun2019@gmail.com

ホームページ  http://hp.kaipoke.biz/066/

併設事業

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

 ①平日（月曜日～金曜日）
 ②土曜日・日曜日・祝日・学校休業日

 ＊お盆、年末年始（12/29～1/3）除く

①14:00～17:30
②10:00～16:00

10 名

備考 移動先の施設入場料等は別途　

無

有の場合 料金 　 備考 原則お弁当持参・昼食代の場合も対応します。　

料金 　 備考

範囲 荒尾市・玉名郡市（往復で30分の距離内）

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

JR玉名駅から徒歩20分

おもに6歳～18歳の就学児童・生徒（小学生・中学生・高校生）が、

学校の授業終了後や長期休暇中などに療育目的で通う施設です。

おもに社会能力の向上、集団活動、個別学習などを行います。

子ども達の個性や特性を見ながら、様々な療育活動に取り組んでいます。

休学日には体験を通して社会性や公共機関の使い方を、集団活動ではルールや

思いやりを身に着けるよう支援を行っています。

学校日

学校終了～ 送迎

15:20～

15:30～

15:50～

16:30～

17:00～

17:15～

17:20～

検温、手洗いうがい、

体調チェック

始まりの会、おやつ

学習

活動

（感覚、運動、SST等）

自由あそび

帰る用意、トイレ

帰りの会

休日

10:00～

10:50～

12:00～

13:00～

13:20～

15:00～

16:00～

検温、手洗いうがい

体調チェック

始まりの会

課題学習、個別課題

活動

昼食

キッズヨガ

活動

おやつ

送迎開始



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成29年10月1日

放課後等デイサービス

たまなの森

株式会社　エストケア

住所

865-0022

熊本県玉名市寺田22番4

電話 0968-73-1111 FAX 0968-73-1112 開所日

メールアドレス  info@tamananomori.jp

ホームページ  htpps://www.tamananomori.jp

併設事業

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

①月曜日～金曜日
②土曜日.祝祭日.学校休業日
※年末年始１２/29～1/2を除く

①14:00～18:00
②  9:30～17:30

10 名

備考 おやつ代100円

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 　 備考

範囲 玉名市全域、長洲町、和水町、玉東町、南関町、熊本市北区、荒尾市の一部

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

産交バス「榎原」徒歩6分

県道347号線　榎原交差点目の前

セブンイレブン玉名寺田店目の前

たまなの森が目指すもの

３つの「見える」がある施設

〇笑顔が「見える」

安心・安全に放課後をのびのびと過ごす

〇成長が「見える」

「脳機能バランサー」の導入により成長を数値化

〇将来が「見える」

将来を見据えた活動を取り入れ自立した社会生活を送ることを目指す


