
 

アイラック・アイラックやまとの 9月の運営について 

報道の通り、新型コロナウイルスの感染者数に増加が見られますが、アイラック・アイラックやまとが運営の指針とす

る神奈川県から、新しい通達は発出されておりません。そのため、9 月の運営は、8 月と同様となります。 

～児童発達支援をご利用のみなさま～ 

実施方法 通常通り実施（参加人数の調整は行いません） 

保護者の方の 

同席 

通常通り可 

ただし、複数名での同席（ご両親揃って同席など）を希望される場合は、密を避けるため、事前

にお知らせいただけますと幸いです。 

ごきょうだい等の 

同席 

ご家庭内で過ごされているお子さんのみ可 

幼稚園・保育園等をご利用のお子さん・小学生以上のお子さんは、同席いただけません。 

その他 おやつは、個包装のお菓子の提供を継続します（終了時期未定）。 

 

～放課後等デイサービスをご利用のみなさま～ 

 個別療育 グループ療育 

実施方法 通常通り実施 通常通り実施 

療育の 

ご報告方法 

通常通り 

（1 時間以内） 

 おひとり 5 分程度で行います。 

 お子さんをお送りの際、お迎えにお越しいただくお時間

をお伝えいたしますので、そのお時間にお越しください。 

 場所は アイラック：玄関または住宅用玄関 

    アイラックやまと：玄関     となります。 

 

アイラック・アイラックやまとでの感染防止対策について（継続） 

環境整備 

 療育の終了ごとに、換気および施設設備・備品の消毒を行います。 

 療育中も 1 時間に 1 回約 10 分、2 方向以上の換気を行います。 

 日々の清掃を強化します。 

体調管理 

 ご利用のみなさま全員に来所前の検温をお願いし、記録を残します。 

 発熱がある方はご利用いただけません。風邪症状（咳・鼻水等）や倦怠感がある方も、ご利用をお控

えいただきます。 

 スタッフも勤務開始前の検温・体調報告を必須とし、業務外の時間においても三密を避けます。 

療育内容 

 部屋の使い分けや接触の少ないプログラムを選択するなど、可能な限り一人ひとりのスペースを確保

し、三密を避けます。 

 原則、調理および三密になりやすい公共の場への外出は行いません。 

 公用車の使用は、乗車人数や時間・換気のしやすさ（天気や気温など）を元に判断します。乗車の際は

2 方向以上の換気を行います。 

 

 

① 発熱がある方はご利用いただけません。風邪症状・倦怠感他、少しでも体調が普段と異なる場合は、ご利用をお

控え下さい。また、ご家族に体調不良の方がいる場合も、ご配慮いただきますようお願いいたします。体調不良

に伴う欠席には、欠席加算はいただきませんので、感染防止の観点に沿ったご判断をお願いいたします。 

② 必ずご利用前の検温をお願いいたします。公用車をご利用の際は、乗車前に検温結果を伺います。 

スイミングでは、受付にて非接触の体温計でお子さんと保護者の方の検温をさせていただきます。 

③ ご利用の際は、マスクの着用・手洗い・手指消毒にご協力下さい。 

④ 消毒時間確保のため、ご相談等による療育時間の延長はできかねます。個別的なご相談がある場合は、別途ご予約

をいただくか、療育時間内でご相談いただくようお願いいたします。 

⑤ 夏休みを利用し、帰省・外出される方もいらっしゃるかと思います。帰省・外出中に一緒に過ごされていた方に体

調不良の方が多く見られるようになった、などがございましたら、ご利用前にご連絡いただけますと幸いです。 

 

NEW 

NEW 

いつもご協力ありがとうございます。引き続き感染防止対策へのご協力をお願いいたします。 



 

☆アイラックやまとをご紹介します☆ 
 

アイラックやまとが開所し 3 ヶ月が経ちました。たくさんのお子さんが元気に来て下さることをとてもうれしく思いま

す。アイラックやまとでは、通常療育に加えて、運動プログラムも実施しています。運動プログラムは、大きく分けて、

体操グループとダンスグループのふたつ！体操グループは、従来の体操グループに加え、スポーツ体験グループ・ムーブ

メントグループの 3種類があります！今回は、この中の 2つのグループをご紹介いたします♪ 

 

＜スポーツ体験グループ＞ 7 月 ～競技場に行ってみよう～ 

 

＜ムーブメントグループ＞ 7 月 ～ガムテープ遊び～ 

アイラック・アイラックやまとご利用のみなさまへ 

運動プログラムの空き状況のお知らせ 

現在、以下のグループに若干の空きがございます！ ご興味のある方は、ぜひアイラックやまと安福までお声掛

けください。 

スポーツ体験 

グループ 

ご紹介した通り、地域の運動施設や資源を利用して、様々な本格的なスポーツに触れ、将来

の趣味や余暇につながる運動を見つけよう！というグループです。生涯スポーツとしての運

動の入り口となれれば…と思っています。小学校高学年～中高生が対象となります。 

体操 

グループ 

縄跳びや鉄棒などの協応運動が苦手、学校の体育に苦手意識がある、チームプレイが上手に

なりたい、運動を通して達成感や自信を育てたいなど、お子さんご本人・保護者の方のご希

望をもとに、活動プログラムを設定しています。年齢別にグループ編成をしておりますが、

児童発達支援（未就学児）・小学校低学年・高学年のグループに空きがございます。 

いずれのグループも、対象年齢だけでなく、お子さんの運動のご様子によってもグループ分けをしておりますの

で、キャンセル待ちとなる可能性もございます。また、運動プログラムは、アイラックまたはアイラックやまとで

通常療育に通ってくださっている方への付加グループですので、今回は、現在既に（アイラックまたはアイラック

やまとを）ご利用の方のみへのご案内となります。ご了承ください。 

 お問い合わせは、アイラックやまと（046-244-4935）安福まで。お待ちしております！ 

  

競技性の高いスポーツを体験し、将来の余暇や趣味を見

つけよう！というグループです！室内での体操グループ

の卒業を視野に入れています。７月は、大和スポーツセン

ターの競技場で短距離走をしてきました。広い競技場で

思いっきり走ると、いつもより速く走れる気がしますよ

ね。速く走れた、楽しかったという経験が、またやりたい

という気持ちにつながります。他にも、バスケットボール

や卓球、マラソンなどのスポーツにも挑戦していく予定

です。自分の得意分野や趣味にしたいスポーツが見つけ

られるといいですね♪ 

スタッフも一緒に短距離走 

全力で駆け抜けました！！ 

1人ずつタイムを 

計りました 

何秒だったかな？ 

  

「子どもの自主性や自発性を尊重し、様々な遊具やそ

れらの動きを通して、からだ・あたま・こころの調和

のとれた発達を援助しよう！」という「ムーブメント

教育・療法」の理論を取り入れたグループです。7 月

はガムテープ遊びをしました。物と物をくっつけるだ

けではなく、貼り付けて顔を作ったり、ベタベタの感

触を活かして道を作ってみたり・・・ガムテープのい

ろんな特徴を活かした作品ができました！みんなの創

造力や、それを実現するための努力は本当に素晴らし

いですね！ 

ベタベタのところを 

道にしました！ 

通るとくっついて 

おもしろい♪ 

ガムテープを貼り付けて… 

いつものカゴに 

顔がつきました！ 



発達検査・個別療育ご予約日のご案内  

9月 22日（火・祝）は放課後等デイサービスのイベント開催日となっていましたが、新型コロナウイルス

の影響を考慮し、中止とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいていたみなさまにおかれましては、

大変申し訳ありません。今年度のイベントは全て中止となりました。イベントはお子さんの新たな一面を知

ることのできる大切な機会ですので、情勢を鑑みて、今後の開催を検討して参ります。9月 22日（火・

祝）につきましては、発達検査・個別療育ご予約日とさせていただきます。ご希望の方は、下記をご覧の

上、所定の方法にてお申込ください。 

実施日時 9月 22日（火・祝）10:00～18:00 

内容 

発達検査 

 WPPSI-Ⅲ・WISC-Ⅳ・遠城寺式乳幼児分析的発達診断検査等がございます。 

検査の種類は、年齢や目的に合わせて担当スタッフよりご提案いたします。 

 所要時間は 1時間～1時間 30分程度です。 

 実施時間は 10:00～11:30, 13:00～14:30, 15:30～17:00 のいずれかとな

ります。 

 実施後、発達検査のご報告に際し、報告書作成代（5000円）が必要となります。 

個別療育 

 普段から個別療育をご利用いただいている方の追加の他、普段はグループ療育を

ご利用いただいている方もご利用いただけます。 

 内容は、ご本人や保護者の方のご意向をもとに、ご相談させていただきます。 

「いつもはみんなでやっていることを、先生とじっくりやってみたい！」 

「一人じゃ難しい○○、先生に手伝ってもらってチャレンジしたい！」 

「相談したいことがあるけど、お母さん・お父さんには話しづらい…」 など 

 お時間は 1時間です。 

 ご利用のお時間は 10:00～18:00（17:00～が最終開始時間）の内で

ご相談させていただきます。 

申込方法 

ご利用ご希望の事業所の公式 LNE宛に下記を送信してください。 

「9月 22日（火）発達検査・個別療育申込」 

① ご希望内容：発達検査または個別療育 

② ご希望理由・内容： 

 例：発達検査「就学前の資料のため」・「2年前の発達検査と比べたい」など 

個別療育 上記個別療育欄をご参考にご記入ください 

③ ご希望時間： 

 発達検査 ①10:00～11:30 ②13:00～14:30 ③15:30～17:00 から第 2

希望までお選びください。 

 個別療育 10:00～18:00（17:00～が最終開始時間）の内、ご希望のお時間を複

数お知らせください。 

締切 9月 2日（水） 

申込後の

流れ 
締切後、集計を行い、日程調整等のご連絡をさせていただきます。 

留意点 

 当日は児童発達支援または放課後等デイサービスでのご利用となります。実績票にサインをい

ただきます。当日他事業所をご利用いただくことはできません。 

 契約日数内でのご利用となります。アイラックまたはアイラックやまとで予備日がある方がご

利用いただけます。ご希望される方の内、契約日数でご心配がある方は、ご連絡ください。 

 発達検査につきましては、就学・進学を控えたお子さんを優先させていただきます。そのため、

ご希望いただきましても、お受けいただけない可能性もございます。 



 
 

＜公式 LINE ご登録のお願い＞ 

 すでに多くの方に公式 LINE へのご登録をいただいております。ありがとうございます。まだご登録がお済みでな

い方は、ぜひご登録をお願いいたします。LINE導入のご案内がご入用の方は、お知らせください。    

＜ご利用料 引落のご案内＞ 

放課後等デイサービスをご利用のみなさまのご利用料につきまして、7月に引き続き、各市への確認が必要となって

おります。市ごとに対応状況が大きく異なりますので、引落の詳細は同封の請求書をご確認下さい。なお、確認が取れ

ていない市につきましては、引落を保留とさせていただきます。ご不明・ご心配な点がございましたら、お気軽にスタ

ッフまでお声掛けください。 

ご利用事業所 アイラック（さがみ野）  アイラックやまと 

引落日 8月 25日（火）  8月 25日（火） 

引落先名称 アイラック  アイラックやまと 

ご利用 

サービス 
児童発達支援 

放課後等 

デイサービス 
 児童発達支援 

放課後等 

デイサービス 

同封する 

請求書 

6月ご利用分 
請求書を 

ご確認下さい。 
 4～6月ご利用分 

請求書を 

ご確認下さい。 

未払い分がある方は、未払金額を明記し、 

今回自動引落させていただく 

合計金額を記載しております。 

 

8月より引落を開始させていただきます。 

大変お待たせ致しました。 

 

児童発達支援をご利用の方は、 

ご利用開始月～6月ご利用分までを 

合算して引落させていただきます。 

 

放課後等デイサービスをご利用の方は、 

お住まいの市により 

引落内容が異なります。 

詳細は同封の請求書をご確認下さい。 

同封する 

領収書 

～5月ご利用分 
～5月ご利用分 

※該当者のみ 
 

7月に引落させていただいた方 

※7月の引落ができず、 

8月に合算で引落ができた場合は、 

次月のお便りに領収書を同封いたします。 

 

 

＜9月・10月の予定＞ 

 

 

※グレーは閉所日となります。 

※祝日も開所しますが、各月の予定を必ずご

確認いただくようお願いいたします。 

※9月 22日（火・祝）は発達検査・個別療育

ご予約日です。ご希望の方は、所定の方法でお

申込ください。詳細は、内面「発達検査・個別

療育ご予約日のご案内」をご覧下さい。 

9月 10月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

発達検査

個別療育

28 29 30 26 27 28 29 30 31

9月22日 10月16日 10月17日

振替日 振替日 振替日

 夏期の屋外活動について  

 梅雨明け後、急激に気温が上昇し、猛暑日が続いています。熱中症等の危険性が非常に高く、現在は原則的に

室内での活動に切り替えております。アイラック・アイラックやまとではお子さんの体調を最優先に考え、「環

境省の発表する暑さ指数（WBGT）」を指標として、活動の選択及び変更の検討を行います。事前に決まってい

た予定から急遽変更となる場合もありますが、ご理解いただければ幸いです。 

暑さ指数 熱中症予防運動指針 対応 

31℃以上 原則 運動中止 屋外での活動は中止 

28～31℃ 激しい運動は中止 

屋外での活動中止を検討 

活動内容または場所の変更を検討 

（できる限り本来の活動に即します） 

 


