
社会福祉法人のぼり藤

法人案内



私たちは、 発達の個性を認めながら、 さまざまな体験をとおして、 こども自身の

自尊心や意欲、 コミュニケーション能力、 また将来的に自立した生活を送るため

の技能の基礎などを獲得し、 社会参加をめざします。

社会福祉法人のぼり藤

事業VISION

当法人は、 『運動』 『リハビリ』 『学習』 の３つを組み合わせることで、 障がい児

支援を必要とするこどもたちが、 その能力を最大限に引き出し、 乳幼児期から

学齢期、 成年期に至るまでの成長の中で充実した生活を送れるようにするための

援助、 社会的な自立への支援を行います。

商号

　　　社会福祉法人のぼり藤 (http://www.noborifuji.or.jp)

本社所在地

　　　〒595-0802　大阪府泉北郡忠岡町高月南 3 丁目 8-37

設立

　　　2021 年 9 月

理事長

　　　田中　仁

社員数

　　　正社員 8 名　パート 4 名

事業内容

　　　 ・ 障害児通所支援事業 多機能型 ( 児童発達支援 / 放課後等デイサービス )

　　　 ・ 公益事業 ( こども食堂 「スター☆フラワー」 )

関連会社

　　　株式会社ルピナス （Rupinasu Corp.）

　　　株式会社グランドアイビー

　　



児童発達支援 ・放課後等デイサービスの特徴

　『運動』『リハビリ』『学習』の３つを組み合わせることで、障がい児支援を必要とするこ
どもたちが、その能力を最大限に引き出し、成長の中で充実した生活を送れるようにするた
めの援助と社会的な自立への支援を行います。
　そのために、リハビリテーション専門職により、障がい児が日常生活における基本的動作
を習得。集団生活に対応することができるよう、障がい児の身体および精神の状況ならびに
その置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導および訓練を行います。
　また、保育士等による療育や学習支援、こどもを育てている保護者の想いを尊重し、保護
者に寄り添いながら、疑問や不安などを随時、傾聴し助言することで、こどもの成長を楽し
めるよう家族支援を行います。

理学療法士・作業療法士は養成校にて障害学を学び、それにもとづいてこどもたちの問題点
を抽出することが可能です。
そこから正常発達を促す方法（神経筋促通、協調性向上、バランス能力向上、筋力増強等）
を見つけ出し、発達支援に結びつけます。

コンピューター管理された発達支援ソフトを導入し、集中力を高め、学習能力向上をめざし
ます。
10 年以上療育経験のある保育士等が、一人ひとりの特徴に合わせて宿題などをしっかり行い、
学習への意欲向上に繋げます。

ご家族様としっかりコミュニケーションを取り、家庭情報を発達支援プログラムに反映させ
るようにします。
こどもたちの環境に合わせた支援を行うことによって、無理に何かができるように訓練する
こと、症状改善に対するアプローチをすること等を行わないようにします。
そして、二次障害（周囲からの誤解や不適切な対応による自信の喪失、不登校、ひきこもり、
うつ状態）を引き起こさないよう取り組みます。



障害児通所支援事業　多機能型　　児童発達支援 /放課後等デイサービス

リハこどもデイ　フクシア

「できない」 を 「できた」 へ 「できた」 を 「自信をもってできる」 へ

　当法人は、「運動」「リハビリ」「学習」の 3つの組み合わせの支援を必要とするこどもたち
がその能力を最大限に引き出し、成長の中で充実し、社会的な自立への支援を行います。
　また、保護者の想いに寄り添い、適切な支援（精神的・身体的・時間的）を行うとともに、
将来のたくさんの選択肢を自己決定できるよう医師、保育士、心理士、理学療法士等、利用
児の支援に関わる専門職員がチームとなって療育を実践します。

■リハビリ専門職による発達支援プログラム

　こどもたちの問題を抽出し、そこから正常発達を促す方法（神経筋促通、協調性向上、
　バランス能力向上、筋力増強等）を見つけ、発達支援に結びつけます。

■保育士等による学習支援プログラム

　こどもが集中できる環境の中で、10 年
　以上療育経験のある保育士等が、一人
　ひとりの特徴に合わせた知育やコグトレ
　・宿題等をしっかり行い、学習能力向上
　をめざします。

■家庭環境を考えた包括的支援

　ご家族様とコミュニケーションを取り、家庭情報を
　発達支援プログラムに反映させます。
　また、理学療法士や保育士、介護職等の多職種共同
　にてアプローチを行い、四季折々の楽しみを企画。
　こどもたちやご家族様に寄り添い進めます。



障害児通所支援事業　多機能型　　児童発達支援 /放課後等デイサービス

リハこどもデイ　フクシア

　フクシアでの訓練は、リハビリテーション専門職による個別療育・集団療育を取り入れて
います。保護者様からの気になる点や困りごと、本人の困り感に加え、デイサービスで過ご
す様子を観察し（宿題の間ソワソワしたり、落ち着きなく体を揺らしてしまう。対人関係を
作ることが苦手で一人遊びにこだわる。読み書きが極端に不得意だったり、体の動きがぎこ
ちなく、どこかにぶつかることが多かったり、友達とトラブルになりやすいなどの）つまづ
きの原因を見つけ、苦手な部分を改善したり支援の方法を探していきます。

個別療育では、 机上訓練として読み書きや手先の細やかな作業の訓練 （お箸やハサミ、 鉛筆など

の操作練習、 ボタンの留め外しや粘土などを使った感覚遊び） とビジョントレーニングを取り入れてお

り、 眼球運動の改善や視空間認知の向上を目的に行っています。 日常生活動作 （移動する ・更衣

動作やトイレ動作、 食事動作など） の生活習慣の獲得や支援、 学校の体育の授業で取り組む運動

（球技、 縄跳び、 跳び箱やマット運動、 鉄棒や走る ・ バランスを取るなど） の向上を目的として取り

組んでいます。

集団療育では、 集団の中でゲームをしたり遊ぶ中でルールを守ったり、 コミュニケーションの取り方、

気持ちの切り替えや人との距離の取り方などの社会性を学べるように取り組んでいます。 SST （ソーシ

ャルスキルトレーニング） では、 自分の意見を人に伝えたり、 人の意見を聞く、 具体的な場面設定

を行う中でどういう言葉を選ぶと伝わりやすいか、 など自分以外の相手の気持ちや考え方を知る機会

を持つことができます。

未就学児では、 視線が合わない ・洋服のこだわりが強い ・言葉が遅い ・興味の幅が少ない ・話が

聞けない ・集団行動が苦手 ・多動 ・食事の偏りが強いなどの困りごとが見られます。 公園遊びや製

作、 リズム遊びやゲームなどの活動を通して困りごとの原因となっている感覚や機能を育て早期から

環境を整えることで、 着実に成長を促していきます。



公益事業　　こども食堂 「スター☆フラワー」

～地域の皆様へのおもてなしと笑顔が集まる場所へ～

　日時：毎月第 3土曜日　17 時 30 分～ 18 時 30 分
　場所：リハこどもデイフクシア
　料金：こども無料　大人 200 円
　※テイクアウトのみ



ルピナスグループの沿革

■株式会社ルピナス （http://www.rupinasu-inc.co.jp/） [E-mail: rupinasu@rupinasu-inc.co.jp]

2009 年 2 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナス開設

2012 年 10 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山開設

2013 年 10 月　リハビリデイサービスルピナス開設

2013 年 10 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山忠岡出張所開設

2015 年 4 月　　リハビリデイサービスルピナス木津川開設

2015 年 4 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山城東出張所開設

2016 年 12 月　ケアプランセンタールピナス開設

2017 年 1 月　　ヘルパーステーションルピナス開設

2017 年 2 月　　リハケアハウスルピナス勢野開設

2017 年 8 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナス忠岡開設

　　　　　　　　　　( 旧リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山忠岡出張所 )

2017 年 11 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナス郡山開設

2017 年 12 月　ヘルパーステーションルピナス勢野開設

2021 年 5 月　　リハビリデイサービスルピナス朱雀事業譲渡

2021 年 8 月　　リハビリデイサービスルピナス忠岡開設

2022 年 12 月　ケアプランセンタールピナス三郷開設

■グループ企業

□株式会社グランドアイビー設立

2015 年 6 月　　リハこどもデイアイビー開設

2017 年 10 月　リハこどもデイメイフラワー開設

2020 年 4 月　　リハこどもデイフクシア開設

□医療法人こうあん事業継承

2016 年 2 月　　こうあん診療所

2016 年 2 月　　訪問リハビリテーション

2016 年 2 月　　リハビリこうあん （通所リハビリテーション）

□有限会社 LUPIN 事業継承

2019 年 11 月　ヘルパーステーション LUPIN 三郷

2019 年 11 月　デイサービス LUPIN 勢野

2019 年 11 月　グループホーム LUPIN 平群

2021 年 9 月　　デイサービス LUPIN 斑鳩開設

□社会福祉法人　のぼり藤設立

2021 年 10 月　リハこどもデイフクシア　　



各所在地

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス

〒630-8115

奈良県奈良市大宮町４丁目 275-5

森村第 2 ビル 303 号

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス郡山

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町 553-5

リバーフィールド 205 号

■リハビリデイサービス　ルピナス

〒630-8325

奈良県奈良市西木辻町 200-58

■リハビリデイサービス　ルピナス木津川

〒619-0223

京都府木津川市相楽台３丁目 4-7

■リハビリ訪問看護ステーション

　　ルピナス　ひょうたん山

〒579-8045

大阪府東大阪市本町 2-3

■リハビリ訪問看護ステーション

　　ルピナス　ひょうたん山　城東出張所

〒536-0016

大阪府大阪市城東区蒲生２丁目 11-5

メゾンドール蒲生 101 号

　



各所在地

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス　忠岡

〒595-0804

大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目 2-5-202

■ケアプランセンタールピナス三郷

〒636-0822

奈良県生駒郡三郷町立野南 2丁目 3-20

メイプルタウン B103

■リハケアハウスルピナス勢野

〒636-0815

奈良県生駒郡三郷町勢野北４丁目 5-10

■ヘルパーステーションルピナス勢野

〒636-0815

奈良県生駒郡三郷町勢野北４丁目 5-10

■リハビリデイサービスルピナス朱雀

〒631-0806

奈良県奈良市朱雀１丁目 8-5

■リハビリデイサービスルピナス忠岡

〒595-0813

大阪府泉北郡忠岡町忠岡南 3丁目 11-25

　



リハこどもデイ アイビーリハこどもデイ アイビー
児童発達支援＆放課後等デイサービス

リハこどもデイ メイフラワーリハこどもデイ メイフラワー
児童発達支援＆放課後等デイサービス

グループ企業

■株式会社グランドアイビー （http://ground-ivy.co.jp/kids/）

　リハこどもデイアイビー

　〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬１丁目 1-8

　リハこどもデイメイフラワー

　〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目 2-5

リハこどもデイアイビー

リハこどもデイメイフラワー



グループ企業

■医療法人こうあん (http://www.kouan-clinic.or.jp)

　〒630-8013　奈良市三条大路 1丁目 1-90　奈良セントラルビル 1F

　

こうあん診療所

　

　

訪問リハビリテーション

　

通所リハビリテーション



グループ企業

■有限会社 LUPIN （http://www.lupin-inc.co.jp）

　デイサービス LUPIN 勢野

　〒636-0815　奈良県生駒郡三郷町勢野北 1丁目 4-25

　

　グループホーム LUPIN 平群

　〒636-0905　奈良県生駒郡平群町上庄３丁目 7-25

　ヘルパーステーション LUPIN 三郷

　〒636-0822　奈良県生駒郡三郷町立野南２丁目 9-31

　デイサービス LUPIN 斑鳩

　〒636-0152　奈良県生駒郡斑鳩町龍田２丁目 1-12

　

デイサービス LUPIN 勢野 グループホーム LUPIN 平群

ヘルパーステーション LUPIN 三郷 デイサービス LUPIN 斑鳩
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