
2021年度 

療育講座のご案内 
 

「療育講座」は、港南地域療育センターをご利用中の保護者の方を対象にした勉強会です。 

普段の診療や療育の中ではお伝えしきれない知識や情報をお伝えします。 

講座によって対象が異なりますのでご注意ください。 

皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

 

 

※新型コロナウイルス 感染予防に配慮しての開催となります※ 

 

・1回の定員を減らして、回数を増やして開催いたします。その為、 

講義の回とVTRの回がありますが、講座の内容は同じです。 

・受付での検温、手指の消毒にご協力下さい。 

マスクの着用をお願いいたします。発熱・だるさ・呼吸器症状の 

ある方は聴講をご遠慮下さい。 

・定期的に換気を行いますので、会場の温度が変動することが予測 

されます。 

 

以上、ご理解ご協力よろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

よこはま港南地域療育センター  

〒234-0056 横浜市港南区野庭町 631番地 

TEL 045-882-1210  FAX 045-882-1211 

療育講座担当：高橋（相談部） 高井（通園） 小笠原（ぴーす・ふたば） 



 

 

 

 

 

 

  ※以下の講座は今年度、保育は行いません。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

No 日程 形式 テーマ 対象 内容 講師 

１ 6/7（月） 講義 

知って安心！ 

発達障害の基礎知識 

～療育センターで一緒に 

考えていける事って？～ 

港南地域療育センターを 

ご利用中の方どなたでも 

診察でご質問の多い自閉症スペクトラム

を中心に、発達障害について解説します。

診断の意味や、お子さんへの活かし方等、

センターで大切に考えている事をお伝え

します。 

半澤 直美 

（医師） 

２ 8/23（月） VTR 

３ 10/4（月） VTR 

４ 12/13（月） VTR 

５ 3/16（水） VTR 

６ 6/1(火) 講義 

一年生になったら♪ 
～就学に向けて～ 

年長の方 

「お子さんに合った学習形態は？」 

「学校の先生とうまくお付き合いしてい

くためには？」 

就学前に考えておくことをお話します。 

林 早苗 

（ソーシャルワーカー） ７ 7/5(月) VTR 

８ 10/28（木） VTR 

９ 7/12（月） 講義 

子どもの 

こころの発達 

心理検査や心理相談を                                                                                                           

利用する方 

「こころの発達って？なぜ評価するの？」

「どうしたらこころの発達にいいの？」お

子さんのこころの発達を理解する視点や

こころの発達を見る方法の 1つである心理

検査についてもお話しします。 

長嶺 麻香 

（心理士） 

10 12/7（火） VTR 

11 9/6（月） 講義 

ことばの根っこを 

育てよう 

ことばの発達が心配な方

（ことばが出ていない、 

ことばの出始めの方向け） 

「言葉が出ない」「言葉が増えない」とい

った言葉を獲得する前の段階、言葉を獲得

し始めた段階の言葉の発達やコミュニケ

ーションをとるためのポイントについて

お話しします。 

秋元 淳子 

（言語聴覚士） 

12 1/13（木） VTR 

13 11/4（木） 講義 
コミュニケーションを

広げよう 

ことばの発達、 

読みの発達が心配な方 

言葉はでてきているけど、コミュニケーシ

ョンが苦手なお子さんへの働きかけ方と、

読みの発達についてお話しします。 

秋元 淳子 

（言語聴覚士） 

14 7/6(火） 講義 

不器用な子への 

理解と支援 

感覚・姿勢・運動・操作に 

苦手さのある方 

姿勢がくずれやすい、体の動かし方がぎこ

ちない、道具がうまく使えない…さまざま

な苦手さがあるお子さんをどのように理

解して支援すればよいのか、わかりやすく

解説します。 

松本 政悦 

（作業療法士） 

15 11/1（月） VTR 

港南地域療育センターをご利用中の方はどなたでもご利用いただけます。 

（一部対象を限定する講座がありますのでご注意ください。） 

申込方法などの詳細は 

最終面に記載してあります 



 

 

 

 

No 日程 保育 テーマ 対象 内容 講師 

16 9/9（木） ○ 運動発達の基礎知識 年齢制限はありません 
運動の発達のみちすじについて、基本的な知

識をお話しします 

半澤 直美 

（医師） 

17 10/1（金） ― 
運動発達の基礎知識 

～応用編～ 

年少以上で 

16『運動発達の基礎知識』を 

受講された方 

運動発達の特徴、個々のお子さんのタイプに

合わせた配慮点などをお話しします。 

精神面についての捉え方、関わり方に迷った

ことはありませんか？精神発達を見る視点や

関わりのポイントもお伝えします。 

半澤 直美 

（医師） 

18 12/7（火） ― 

子どもの 

こころの発達 

（VTR 視聴） 

年度始めで 2歳以上の方 

「精神発達って何？」「運動と同じ捉えでいい

の？」運動面から精神面の心配が大きくなっ

てくる時期に、精神発達を見る視点や関わり

方についてお伝えします。 

長嶺 麻香 

（心理士） 

19 6/10（木） ○ 
食べる機能に合わせた 

対応と栄養 
年齢制限はありません 

「あまり噛んでないみたいだけと大丈夫？」

「コップから上手に飲めない！」食べる機能

の発達を知り、お子さんに合った食事や食べ

させ方についてお伝えします。 

長山 唯 

（理学療法士） 

増野 希 

（栄養士） 

20 7/2（金） ○ 姿勢・運動の成り立ち 年齢制限はありません 
姿勢・運動のベースにあるもの、運動発達の

過程・見方・関わり方についてお伝えします。 

小嶋 優加子 

（理学療法士） 

21 9/22（水） ― 介助のポイント 

年少以上で 

20『姿勢・運動の成り立ち』を 

受講された方 

お子さんの『自律』を促すための対応、介助

者が身体を無理なく使うコツ、環境整備につ

いてお伝えします。 

長山 唯 

（理学療法士） 

22 11/10（水） ○ 
感覚運動経験の大切さ 

～ＯＴのはなし・基礎編～ 
年齢制限はありません 

子どもは、さまざまなあそびや体験（＝感覚

と運動の経験）を通して学習し、発達します。

感覚運動の経験が不足しがちなお子さんに対

しての支援についてお話しします。 

松本 政悦 

（作業療法士） 

23 1/12（水） ― 

あそびの工夫 

かかわりの工夫 

～ＯＴのはなし・応用編～ 

年少以上で 

22『感覚運動の大切さ』を 

受講された方 

運動発達に遅れがあると、他者とかかわった

り一緒に遊んだりすることが難しくなる場合

があります。運動や操作に苦手さがある子ど

もと楽しくかかわり、いっしょにあそびを成

功させるための支援についてお話しします。 

松本 政悦 

（作業療法士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT・OTを利用されている方・利用されていた方を対象にした講座です 



☆土曜講座のお知らせ☆    

１１月２７日（土曜日） １０：００～１２：００ 

「自閉スペクトラムの基礎知識」  

吉田友子 医師 （iPEC・千代田クリニック医師） 

自閉スペクトラムの基本的特徴と対応について 

お話しして頂きます 

 

対象 港南地域療育センターを利用中の方どなたでも 

 

形式 オンライン（Zoom）  または  

ライブビューイング（港南地域療育センター会議室） 

  

申込方法は… 9月ごろ 

HP、Twitter、館内ポスターにてお知らせいたします！ 
 

 

 

 

 

＜参加にあたってのお願い＞ 

【時  間】 10：30 ～ 1１：５0  （受付 10：10～）        

       ＊一部、開始時間が異なる講座がありますのでご注意ください。     

【場  所】 港南地域療育センター１F会議室 

【定  員】 各回 ３0 名  

【費  用】 無料 

【申込方法】 所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、１F 受付のポストへ投函、 

または郵送、ＦＡＸでお送り下さい。 

＊1講座につき 1枚ずつ申込用紙をお書きください。 

＊申込〆切は、各講座実施日の１週間前です。 

＊人数の制限はありませんが、定員を超える申し込みがあった場合は、 

調整をお願いすることがありますので、ご了承下さい。 

【保  育】 一部の講座に限られますが、保育をご用意いたします。定員は６名です。 

        別紙の注意事項を必ずご確認の上、「保育申込書」にてお申し込みください。 

【お 願 い】  ◆欠席される場合はご連絡ください。 

◆資料は当日参加者のみに配布します。ご了承いただきますようお願い致します。 

◆録音・録画はできません。ご了承ください。 

◆講座参加のみの来所の場合は、駐車場の利用はできません。公共交通機関を 

ご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

～無料シャトルバスのご案内～ 
（土日は運休） 

12：15  センター前 出発 

12：30頃 港南台駅 

13：00頃 上大岡駅 

13：30頃 上永谷駅 


