１．放課後児童クラブ（学童保育）とは・・
働くお父さん・お母さん、
（またご家庭の事情で児童の世話が十分にできない保護者の方）の代わりに、
お子さんの放課後や学校振替休日に、保護者の方が安心して仕事につけるように温かく見守る場所です。
「おかえりなさい」と優しく迎えてくれる指導員と、たくさんのお友達と楽しく過ごすことできます。
放課後児童クラブは家庭の延長であり、子どもたちの生活空間です。
森の台キッズルームは NPO 法人コミュニティクラブと NPO 法人ワーカーズコープが運営しています。
２．基本方針について
①子どもたちの成長への貢献
子どもを取り巻く背景にしっかり目を向けながら、私たちは、子どもたちの生きる力の基礎となるような、主
体性や社会性、創造性を高めていくための保育を大切にします。子どもたちが、集団のなかでの人との関わりや
様々な体験を通して、情緒豊かな人間形成をとげられるように取り組みます。
②親の子育て支援への貢献
働く親の多様なニーズに応えて、仕事と子育ての両立を応援します。また、その機能を地域に解放して、多く
の子育て家庭から親しまれ、頼られる学童クラブを目指します。子育てをするなかでの悩みを共有し、親として
の自信を持つこと、目の前で起こっている問題に親同士が向き合い、問題解決に導く話し合いを行いながら、親
同士のつながりを大切にしていきます。
③地域のまちづくりへの貢献
孤立・分断の中で子育てをするのではなく、子どもたちの成長を地域で見守り、さまざまな世代の人たちとの
関わりのなかで子育てを応援していく･･･そんな地域の人と人との関係の再生が、根本的なテーマであると考え
ています。
様々な行事や講座などを通して、子育て支援に関心のある地域の方との出会いを広げます。そして、子育てし
やすいまちづくりを地域のみなさんと一緒に進めます。
放課後児童クラブの生活で大切にしていること

一人ひとりの子どもを理解し、「安心」の土台を築くこと
子どもの話をしっかりと聴き、受け止めることにより、指導員と子ども、子どもたち同士の
信頼関係を育むなど、安心の土台づくりに努めています。

子どもにわかりやすいメリハリのある生活
外遊びは、「思いっきり体を使う」宿題をする時は「落ち着いてしっかりと」など、「静」
と「動」の区別をつけた環境構成、メリハリのある生活を大切にしています。

管理ではなく、話し合いとルールづくりを大切に
生活全般にわたるルール等は、子どもたちの話し合いにより、決め、守ることを大切にして
います。

思っていることが言え、受け止めあえる関係づくり
自分の思いや考え、みんなに伝えたいこと、困っていることや嬉しいことなどを遠慮なく言え
るような雰囲気づくりを大切にし、子どもたちが発言・発表する機会をたくさん設けています。

集団学習の楽しさを知るとりくみ・・・宿題・自習・遊びを通じて
勉強や遊びを教えたり教えられたりする機会を通して、できること、分かることの喜びを分か
ち合うとともに、いろんな友達との触れ合い、助け合える関係づくりを大切にしています。

一人ひとりの子どもの育ちと発達を捉えた援助
一人ひとりの子どもの姿をよく見て、発達上の課題等を問題意識を持って援助指導して行き
ます。保護者とともにその成長を実感し、想いを共有することを大切にしています。

「安全」に配慮した環境づくり
保育の専門スタッフによる環境整備を行い、生活空間の安全を守ります。

学習支援による能力の向上
専門講師による英語や能力開発などのカリキュラムを通して子どもの潜在能力を引き出し、学習意欲を高めます。
また指導員による補習なども行います（市販教材を使用）。

３．放課後児童クラブ開所・閉所時間及び日程
「開所」
●

平日

下校時刻～19:00

●

土曜日

9:00～18:00（変更あり）

●

学校振替休日

8:00～19:00

●

長期休み（春・夏・冬）

8:00～19:00

※定時は 19:00（基本的には 19 時閉所）となります。（以降は延長料金がかかります。
）
土曜日は延長はありません。
※土曜日の利用者がない時は、閉所とさせていただきます。
「閉所」
●

日曜日・祝日・お盆休み（8 月 12 日～15 日）、年末年始（12 月２９日～1 月 3 日）
他、臨時閉所あり

４．児童の様子
＜児童の毎日＞
放課後児童クラブに帰ってきたら、室内で読書、室内遊びなどをします。
おやつを食べてから、外遊びに出かけたりします。（天候等により出かけない場合もあります）
16 時から 17 時は宿題や補修をするなど学習の時間です。
（英語学習日の場合は英語レッスンなどを行います

月２回 一回 40 分）
。

夕方 17 時以降は自由時間です。遊んだり、DVD を見たりお友達とふれ合います。
＜新一年生の対応＞
一年生は給食が始まるまでは、午前中に下校する予定です。
学童を利用される児童は指導員のお迎えで、まとまって学童まで帰ります。

日々のスケジュール
〔下校時～閉所まで〕
月～金（通常時）
下校時～ 学習
15:45

おやつ

16:15

外遊び

16:45

室内遊び

19:00

閉所
※児童の下校状況、プログラムの進行具合によって
変更することもあります。

〔学校休業日〕
時間
８:00

内容
開所、児童登室

備考
→午前８時に開所となります。

室内遊び
９:00

学習時間（約 45 分）

→自習の時間を設けています。教材を忘れ
た場合はクラブの教材を使用します。

9:45

学習終了

10:00

外遊び

11:00

室内遊び

12:00

昼食

12:30

DVD 鑑賞、読書、お昼寝、

→食休み後、みんなで一緒に遊んだり、自

自習、室内遊び、自由遊びなど

由にすごしたりします。

15:30

おやつ

16:00

学習

17:00

室内遊び

19:00

閉所

→近隣の公園などへ遊びに行きます。

※19 時以降は延長料金がかかります。
（最大延長 20 時）

５．保育料
納入方法・・・年度初めに自動引き落としの手続きをします。毎月 22 日に前月分が引き落とされます。
4 月分につきましては 5 月 22 日の引き落としとさせていただきます。
※引き落とし日が祝日・休日の場合には翌営業日に変更となります。
★入会金

0円

傷害保険料 1,000 円（年）

保育料（おやつ込）※児童一人につき
小学校１年生から 3 年生（月～金）

14,000 円

（土曜日のご利用は別料金となります 2,500 円／回）

（※7 月、8 月は 19,000 円／月）

小学校４年生から 6 年生（月～金）

8,000 円

（土曜日のご利用は別料金となります 2,500 円／回）

（※7 月、8 月は 19,000 円／月）

延長利用料 1（19：00～19：30）

500 円／回

延長利用料 2（19：00～20：00）

1,000 円／回

スポット利用（一時預かり）
一時預かり 通常

1,500 円／日

一時預かり 土曜日、一日保育日

2,500 円／日

（延長料金は一時預かりの場合も同様の金額です）

キャンセル料
（土曜キャンセル時で前日 17 時までに連絡のない場合）

500 円

低学年同士の兄弟は 12,000 円（ご利用には条件あり ご相談ください）
送迎代 学校へのお迎えは無料。ご自宅までの送りは 1,000 円／月
※放課後児童クラブは、保護者の納める保育料で運営しています。
納付手続き簡略化のため、原則として口座引き落としによるお支払いをお願いいたします。
特別学習について（通常は実施日の 16 時～17 時の間に行います。
）
・英語（月４回×４０分 水曜日 ）※曜日は変更になる場合があります。
２回はネイティブまたはバイリンガルの講師による英語学習（主に英会話）となります。
残り２回は前の週の復習を支援員（スタッフ）が行います。
※その他、２９年度は追加で別科目（書写、九九）の導入を予定しております。
・宿題の時間を設けております。補習については学習時間中に支援員が市販教材を用いて行います。
※その他行事の一環としてアート、サイエンス教室などを予定しています。
（不定期）
※支援員は教員、保育士、心理士、放課後児童支援員等の資格を有する者が担当しています。
（平成 28 年度）

一時預かりについて（登録制）
定員＋条件 特にありません（放課後児童クラブ利用者の出席児童数により利用できない場合があります。）
一時預かりについても基本的に口座引き落としによるお支払となります。
一時預かりのお申し込み方法
前日までに TEL にてお願いします。
（基本は前日ですが当日のお申し込みでも職員体制及び児童人数に余裕のある場合はご利用頂けます。）
６．持ち物について
・着替え一式（靴下・肌着も）※お名前をご記入お願い致します（クラブにて保管）
・防災頭巾 ※お名前をご記入お願い致します（クラブにて保管）
・水筒（夏季）
・連絡帳

7．ご利用にあたって
児童の送迎について
児童クラブへの送迎は、児童の安全を考え、原則保護者の方にお願いいたします。
・保護者の責任において、午後５時まで児童が児童クラブから１人で帰宅することができます。
（事前に児童クラブに申し出てください。
）
（冬季は日没時間が早くなります、季節に応じ保護者の判断で早めの時間設定をお願いいたします。
）
・車・自転車での送迎について
児童のお迎えの際、自動車のクラブ前の駐停車はご遠慮下さい。
自転車は所定のスペースに停めて下さい。近隣の方へのご迷惑にならないよう、ご配慮をお願い致します。
・
（２９年度より）近隣の学区へはクラブの自動車で送迎いたします。
※三保地区等が対象です。すべての小学校が対象ではありません。
児童クラブから学校行事、塾・習い事等への途中外出について
事前にご連絡いただければ児童クラブの利用中に、塾・習い事に行くことができます。
また夏休み中の学校行事(プール等)の参加もできます。（※クラブでの送迎はありません）
児童クラブを出てから戻ってくる間の責任はクラブでは負えませんのでご了承ください。
感染症などについて
学校出席停止となる感染症にかかった場合は児童クラブを利用できません。夏休み等長期休業期間中に
発症した場合は、児童クラブへ「治ゆ証明書」を提出してください。
（通学期間中の場合は、小学校への提出とし、児童クラブへは報告のみでかまいません。
）
・対象となる疾病
ア．百日咳 イ．麻疹 ウ．流行性耳下腺炎 エ．風疹 オ．水痘 カ．咽頭結膜炎
キ．溶連菌感染症 ク．流行性角結膜炎 ケ．急性出血性結膜炎 コ．その他
インフルエンザ等による学級閉鎖の場合
学級（学校）閉鎖となったクラスの児童はその間、利用ができませんのでご了承ください。
災害発生時の場合
災害が発生、または発生する恐れがある場合は、次のように対応いたします。
災害の種類

児童のいる場所

放課後児童クラブ

地震発生時

その他の災害

市内で震度５強以上の地震発生

左記以外の

または警戒宣言が発令された場

場合

（台風など風水害の発生
・不審者の侵入等）

合
直ちに保護者または代理人の方は放課後児童

状況に応じて、１人帰り

クラブへ迎えに来てください

を中止し、保護者又は代

※児童は避難所が開設され次第、避難所へ移動

理人の方にお迎えをお願

します。
（森の台小）その場合は放課後児童ク

いする場合があります

ラブ入口にその旨の掲示をします
学校が休校の判断をした
自宅

場合は状況をみてクラブ
を開所します。特別警報
発令時は閉所します。

8．入会手続きについて
＜提出書類＞
事前提出書類（事前に提出して頂いた書類にて入会要件の確認をさせて頂きます。）
① 入会申込書（放課後児童クラブ入会申込書）
入会決定後（以下の書類を御提出ください。）
② 同意書
③ 週間予定表
④ 児童調査票
⑤ 非常災害連絡表（必ずメールアドレスを記載してください）
⑥ 健康保険証のコピー
⑦ アレルギーに関する調査票（必要な場合のみ）
⑧ 医療証のコピー（提出をお願いする場合があります）
⑨ 口座振替依頼書
書類の配布は随時行います。ご提出頂いた方から登録となりますので、森の台キッズルームまでご持参ください。

✧定期利用 受付期間…随時
9．プログラム【２７、２８年度の行事（予定含む）
】
月

行事内容

４月

新入生歓迎会

バルーンアート

５月

こどもの日工作

６月

工作（うちわ作り）お楽しみ会

７月

七夕かざり
水鉄砲大会

８月

夏遠足（水族館、リス園、ログハウス） ダンボール工作
お化け屋敷 英会話イベント 空気砲作り

９月

天体イベント

スライム作り

映画鑑賞会
ミニプール

お買いものイベント（駄菓子）
ミニ縁日
流しそうめん

ゼリー作り

シャボン玉

１０月

ハロウィーン仮装パレード

マジックショー

１１月

ミニスポーツ大会（ドッジボール）

１２月

クリスマスパーティ

工作

１月

新年会（かるた遊び等）

２月

節分豆まき

３月

春遠足（映画館）ひなまつり工作
送る会

鬼ごっこ

※予定は変更になる場合がございます。一部遠足などのイベントで必要経費を頂く場合があります。
ご了承ください。
運営法人
NPO 法人ワーカーズコープ
ワーカーズコープは、働く人たちが組合員となって経営に責任を持ちながら働く非営利の協同組合の全国組織で
す。全国で子育て・若者・障がい者・高齢者などの人と結びつく支援事業を全般に行っており、とりわけ学童保
育は全国各地で地域密着型の運営をしています。
URL :http://www.roukyou.gr.jp/ E-mail：m-kids@roukyou.gr.jp
NPO 法人コミュニティクラブ
コミュニティクラブは、住民のニーズに応えるためのコミュニティ活動を支援する永続的かつ自主的な活動
主体として、コミュニティをサポートし長期間にわたり自主活動を育み支援することを目的として活動します。
URL: http://www.comc.jp/

