令和 2 年度

講演会動画配信のお知らせ
第

令和 2 年 8 月 20 日（木）に
開催した講演会を、
YouTube 世田谷区公式チャンネル
にて動画配信しています
内

せたがや

容

発達障害理解のための講演会
「発達障害のある人たちへの支援〜年代別の生活に合わせて〜」
講

師

本田 秀夫氏
（信州大学医学部

子どものこころの発達医学教室

世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」

教授）

関係機関マップ

動画配信

世田谷区オフィシャルチャンネル（YouTube）
URL：https://www.youtube.com/user/SetagayaCity
※2022 年まで配信を予定しています。
※動画の録音・録画・ダウンロードはご遠慮ください。
※動画は予告することなく追加、変更、削除されることがあり
ます。また、システム障害、メンテナンス等により、サービ
スの全て、または一部が停止されることがあります。

令和 2年度は、当施設を利用される区民の皆様と職員の
大きな協力で乗り越えてきました。療育や相談は、感染
対策を講じながら実施しています。また、ホームページ
ではGpress特別号を配信しました。講演会や研修会は
参加者をごく少数に限って開催し、記録した動画を配
信しました。皆様には大きなご不便をおかけした半面、
新しいサービス提供の形が見えた年でもありました。
令和 3年度も職員一同、より良いサービスの提供に努め
ます。
世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」
センター長
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蚊野秀明

室は、ともに協力して地域に根差した施設を目指
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と子育てステーション発達相談室は、世田谷区在

★

大蔵二丁目

コンビニ

至 喜多見

〒157−0074 世田谷区大蔵 2−10−18
大蔵二丁目複合型子ども支援センター 2・3 階
TEL 03−5727−2235（代表）
FAX 03−5727−2238
URL http://www.ryo-iku.jp

GpressのＧは愛称「げんき」のＧです。

世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」

N

世田谷区在住の方を対象としています。
何かお困りのことがあれば、まず、世田谷区発達障害
相談・療育センター「げんき」にお電話ください。

03−5727−2236（相談専用）

http://www.ryo-iku.jp

烏山
総合支所

アクセス

開所日時

TEL

「ジープレスせたがや」

世田谷区立保健センター
専門相談課 乳幼児育成相談

世田谷区発達障害相談・療育センター
「げんき」

利用方法
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しています。

問い合わせ先
世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」地域支援部門
TEL：03-5727-2235 ／ FAX：03-5727-2238

月〜土曜日（祝日及び年末年始を除く）
午前 9 時〜午後 6 時

42

成城学園前駅

渋谷駅
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等々力操車所

用06

成城学園前駅

用賀駅
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二子玉川駅

成城学園前駅

小田急バス
渋26

調布駅南口

渋谷駅

渋谷方面行きのバスにご乗車の場合は「成育医療研究センター前」
で下車。成育医療研究センター行き、成城学園前駅行き、調布駅
南口行き方面のバスにご乗車の場合は「大蔵二丁目」で下車。
※専用駐車場はありません。

世田谷区発達障害相談・
療育センター「げんき」

発達障害者就労支援センター
ゆに（UNI）

子育てステーション
桜新町発達相談室

「げんき」では、発達障害に関する全般的なご相談をお受けしています。

まずはお電話ください

03 ‒ 5727 ‒ 2236 （「げんき」相談専用番号）

世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」は、

相談

専門相談課 乳幼児育成相談

様々な機関と協力して支援を行っています

発達や発育に遅れがみられるお子さんの
相談を受けています。
月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時〜午後5 時
松原6-37-10
世田谷区立保健医療福祉総合プラザ 2階
☎03-6265-7547 ／ FAX03-6265-7549

令和 3 年3 月現在のものです。これらの機関以外にも、多くの機関と協力して支援を行っています。

地域

相談 療育 支援

子育てステーション発達相談室

世田谷区発達障害相談・
療育センター「げんき」

世田谷区内5箇所に、
「あそび」
「そうだん」
「あずかり」
「ほいく」
の 4つの基本機能を備えた多機能型子育て支援拠点施設｢子育
てステーション｣があります。それぞれに「発達相談室」が設置
されています。
※
「げんき」と相談室の併用はできません。

世田谷区における発達障害支援の中核的拠点です。
月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前 9 時〜午後6 時
大蔵 2-10-18
大蔵二丁目複合型子ども支援センター 2・3 階
☎03-5727-2236（相談）／ FAX03-5727-2238

世田谷区立保健センター

子育てステーション

世田谷発達相談室

子育てステーション

相談

桜新町発達相談室

毎月第 2・3・4 火曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前 10 時〜午後5時
太子堂 1-7-57
昭和女子大学生活心理研究所内
☎070-6554-8801 ／ FAX03-3411-6246

相談 療育

月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時〜午後6時
桜新町2-8-1
世田谷目黒農協本店ビル1階
☎03-5426-3521 ／ FAX03-3425-8655

子育てステーション

梅丘発達相談室

相談

火〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時〜午後6時
松原6-41-7
子育てステーション梅丘1階
☎03-6304-3440 ／ FAX03-5300-2998

対象：2 〜 5歳の親子

子育てステーション

保育園・幼稚園

成城発達相談室

子育てステーション

相談

毎月第 2・3 木曜日（祝日、年末年始を除く）
午後 1 時〜 5 時
成城 6-5-34
成城コルティ 3 階「おでかけひろば」内
※予約、お問い合わせは、烏山発達相談室へ。

烏山発達相談室

きりんルーム

相談 療育

月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時〜午後6時
南烏山5-17-5
子育てステーション烏山4階
☎03-5384-7811 ／ FAX03-5384-4603

世田谷総合支所

「子どもの発達が心配」
「公共の
遊び場利用に不安」等、悩みをも
つ保護者が、親子で遊びながら、
お子さんの相談ができます。
※詳細はお問い合わせください。

保健福祉課
障害支援担当

世田谷 4-22-33
☎03-5432-2866
FAX03-5432-3049

北沢総合支所

玉川総合支所

北沢2-8-18
☎03-6804-8727
FAX03-6804-8813

等々力 3-4-1
☎03-3702-2092
FAX03-5707-2661

砧総合支所

烏山総合支所

成城6-2-1
☎03-3482-8198
FAX03-3482-1796

南烏山 6-22-14
☎03-3326-6115
FAX03-3326-6154

保健福祉課
障害支援担当

小学校・中学校・
高等学校・大学等

スマイルブックを配布しています

相談

相談

発達障害者就労支援センター
ゆに（UNI）
発達障害、またはその疑いのある方の就労や
自立についての相談を受けています。
火〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午前 10 時〜午後5時 30 分
上用賀 5-14-1
上用賀アートホール 2 階
☎03-5797-2343 ／ FAX03-3708-4334

スマイルブックは、お子さんの特性や関わり方等を
保護者が記録・保管する冊子です。お子さんの成長

記録や関わる方への伝達ツールとしても使えます。
活用方法をお伝えする講習会も行っています。

総合支所

保健福祉課 障害支援担当
世田谷区内には各地域を担当する 5 箇所
の総合支所があります。
各総合支所の保健福祉課障害支援担当
は、障害のある方への福祉サービスを
行っています。

保健福祉課
障害支援担当

保健福祉課
障害支援担当

保健福祉課
障害支援担当

発達障害、またはその疑いのある方とそのご家族を対象に、相談を受けています。
ご本人の特性やこれまでの情報等を一緒に整理し、ライフステージに合わせて切れ
発達支援コーディネーターにご相談ください。 目なく支援が受けられるようコーディネートします。

お住まいの地域の総合支所の

