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学童保育しらかわっこなかよしクラブのご案内 

令和３年度版 

 

 

                          

はじめに  

 学童保育しらかわっこなかよしクラブは、社会福祉法人白川園の放課後児童

育成クラブです。 

「ひとりのいのちにみんなでよりそう」 

を法人理念とし、家庭の事情で放課後や、長期休暇・土曜日などの休校日に、

保護者が家にいない児童や、近所に遊べる環境のない児童の健全な育成のため、

安心して過ごせる環境を提供することを、目的に活動を行っています。 

友達や仲間と共に、遊びの中で楽しさを共感し合いながら、“生きていく力”

や“自己肯定感”が育つ環境づくりを目指しています。 

1・４・６年生の子ども達が所属し、同敷地内にあるわくわくクラブ、保育園、

幼稚園の子ども達との異年齢交流ができる環境になっています。 

またクラブの運営がスムーズに行えますように、必ずしおりの内容をご確認の

うえ、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 しらかわっこなかよしクラブ 〉 

所在地 ： 菊池郡大津町森６４ ( 白川保育園内 ) 
学童専用携帯電話番号 ：080-6462-3412（１４時以降） 

白川保育園電話番号 ：096-293-2194（１４時以前、学童が不通の時） 
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１、 学童利用のシステム 

〈 利用日 〉 

・１ヶ月の学童利用予定表を前月の月末迄に提出していただきます。 

この予定表を基に児童の出欠を確認しますので、必ずご提出ください。 

おやつ提供の数や、土曜保育利用の人数確認等に必要ですので必ず提出をお

願いします。 
 

・利用の変更がある時は、学童の携帯に電話またはショートメールでお知らせ

ください。職員が基本１４時に出勤後メールの確認を行います 

１４時より前の電話連絡は白川保育園の（上田ゆうた）までお願いします。 

 

・学校を休んだり、早退したりした場合も、学童に必ず連絡してください。 

 確認が取れない場合、利用かどうかの確認を学童よりさせていただく場合が

ありますのでご了承ください。 

〈 保育時間 〉 

（１） 開所日 

学校開業日 

 

放課後～ １８時 

延長保育 １８時００分～１９時３０分 

土曜日・長期休暇・振

替休日等の一日保育 

 

7時～１８時 

延長保育 １８時００分～１９時３０分  

          

（２）閉所日  

・日曜・祝日・12月 29日～1月 3日の年末年始 

・緊急災害等あった場合や新型コロナウイルス感染が同所内で確認された場合 

 園長が必要と判断した場合 

〈 緊急時の利用について 〉 

・台風接近などの災害発生の場合や、児童の安全上必要と判断される場合は、

開所や開所時間を変更することがあります。その際は事前に連絡致します。 

 

・インフルエンザ等での学校閉鎖（学級閉鎖）時は学校の指示により、拡散拡

大防止の為集団活動はしないようにと通達がきておりますので学童の利用が

できません。保護者の皆様におかれましてはお仕事等があり大変だとは思い

ますが、御協力の程よろしくお願いします。 
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〈 一日保育の申し込みと持ち物等について 〉 

・月極利用の方は、土曜日・振替休日・長期休暇（春休み・夏休み・秋休み・

冬休み）には朝から開所し特別保育を行います。昼食は各自弁当持参になり

ます。 

・入学式・卒業式・始業式・終了式などの学校行事の日などで、学校給食が出

ない場合も、弁当持参になります。 

・夏休みなど、学童クラブから部活・習い事等に行く場合も出席扱いになりま

す。（短時間の滞在であっても） 

・長期のみ利用の方は、各長期休暇利用かどうかを早めにお知らせください。 

・長期のみ利用の方は、長期休暇期間以外の土曜保育・一日保育はご利用でき

ませんのでご了承ください。 

〈 生活面について 〉 

持ち物  

・学校に持参してはいけないもの（ゲーム機、漫画、おもちゃ類等）は 

学童にも持参できません。 

・過去に土曜保育時等、保護者の方にばれない様にゲーム機やカードを持ち込 

 み、紛失等のトラブルが起きています。自分の荷物は自分で準備する場合、

一度保護者の方でチェックをお願いします 

・感染症対策で学童では共有のタオル等は置いておりません。手洗いうがいは

必ずさせていますので、ハンカチを持たせてください。 

着替え  

・非常時（汚れたり、濡れたり）の時のために必ず着替えを一組、学童に置い

ておいてください。 

・学校から帰ってきたら、着替えをするよう促しますので、バックに着替えを 

入れて持たせてください。 

・帰りのお迎えの時に保護者の方が持って来られたり、朝登校する時、子ども

が持参して学校に行き、学童に来る時に持ってきたりしています。また保護

者の方が持ってこられる時は学童の棚に入れてください。 

 朝は 7時から開いています。 

宿題 

・宿題に関しては学童でするのか家でするのか親子で話し合いをしておいて 

 ください。 

・学校から帰ったら、時間を設けて促しますが強制はしません。また答えが 

合っているかの確認はしませんので、必ず家族の方で確認されてください。 
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ケガや病気の場合 

○保育中のケガや具合がわるくなった場合 

★ 病気の場合―37.5℃以上の熱がある、嘔吐等をした場合等、子どもの容体

によっては保護者の方にご連絡をしますのでお迎えをよろしくお願いしま

す。 

★ ケガの場合―保育中、または通所途中でケガをした場合はその状況を見て 

  大津町内の病院（セントラル病院・樽見整形外科等）に連れて行きます。

その時は直接病院へお迎えをお願いする時があります。またその後通院が

必要な場合は、保護者の方でお願いします。 

○保険について 

★ 保育中や通所途中の事故による通院には傷害保険、物損事故には損害保険

の範囲内で対応します。 

★ 保険請求に関しては、学童を通じて手続きをされてください。 

 

※ 学校内でのケガや病気などで連絡が有った場合は、学校との対応をされた

後に、学童への連絡をお願いします。 

 

 

〈 学校から学童への帰り方 〉 

・お子さんが白川の学童を利用していることを、学校の担任の先生に伝えてお

いてください。 

 ※過去、集団下校時に地域の下校の列に並んでしまい歩いて帰ってしまった

例などがありますので必ずお伝えお願いします。 

 

・毎週時間割を確認し下校時間に合わせてお迎えに行きます。また何かの理由

で下校時間が変更になった場合や居残りの場合などは、お子さんから学校の

先生（教頭先生等）に学童へ電話してもらうよう、お話をしておいてくださ

い。 

 

 

〈 習い事に関して 〉 

・習い事は、お子さんの自覚のもとに習わせてください。居残り等で帰る時間

が遅くなり、習い事に間に合わない場合もあります。月謝等は直接、習い事

の先生にお渡しください。 

・マリンスイミングのみ、学童指導員がバス乗り場（三気の里駐車場）まで連

れて行きます。 

・習い事の荷物の管理は、自分で出来るように親子で話し合いをしてください。 
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〈 延長保育について 〉 

・午後６時以降が延長保育になります。（利用料金は別紙参照） 

〈 学童からの連絡について 〉 

・安心安全メールにて、地震等の災害時などの緊急時に一斉の連絡をする場合

があります。必ず安心安全メールの登録をお願いします。登録方法は別紙を

ご参照ください 

・必要に応じて、玄関に張り紙等で連絡しますので、必ずご覧ください。 

・１ヶ月に１回（各月の初旬に）クラブ通信を発行しますので、ご覧ください。 

・また子ども達の学童での様子を白川グループのＨＰ内にあります学童ブログ

で毎週月曜日にお伝えしています。別紙の子どもさんの写真の記載許可のプリ

ントをご覧になり提出をお願いします。 

〈 持ち物の記名について 〉 

・バック・着替え・制服などお子さんの持ち物すべてに、必ず記名をしてくだ

さい。記名のない忘れ物がとても多く、後日、問い合わせが多々ありますが

記名してあると早く持ち主を見つけることができますのでご協力をお願いし

ます。 

・マスクの忘れ物が増えています。子ども達に尋ねても「わからない」と言わ

れる事もあります。布マスク等繰り返し使えるものは必ず記名をお願いしま

す。 

〈 美化作業について 〉 

・年 3 回保育園の作業と同じ日に行われます。学校での作業もあり大変かとは

思いますが、学童でも 3 回行われるうちの１回は必ずどこかでご協力をお願い

します。 

・人数調整の為こちらで学年ごとに割り振らせていただき、プリントにてお知

らせします。日時の変更もできますのでその場合はお知らせください。 

〈コロナウイルスについて〉 

・以前コロナウイルス感染拡大防止の為の休校処置がとられましたが今後もそ

のような処置がとられる可能性があります。学童では、行政の指導の下、開

所や利用制限を行いますので保護者の方にはご不便をおかけしますがご了承

願います。 

 

※お子さんのことで、気になることや指導員に知ってほしいと思われること 

は、入所時やいつでも、直接または電話などでご相談ください。また、学童

でのお子さんの様子を知りたい場合も、ご遠慮なくいつでも指導員へお尋ね

ください。 
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< 保育料支払方法について >      

         

・郵便局口座からの自動引き落としに変更になります     

・入会金（初回） 保険代（年度ごと）につきましては、締め切り日までに指定口座へお振込みをお願いします 

・口座振替手続き完了後、５月以降からの自動引き落としになります    

・毎月 25 日に自動引き落としになります ※25 日が郵便局が休日の場合、翌営業日  

・退所される場合は早めのお知らせをお願いします     

 お知らせのない場合、一ヶ月利用がなくても引き落としとなってしまいますのでご了承ください 

・保育料のほかに引き落とし手数料が加算されますのでご了承ください   

・残高不足などで引き落としができなかった場合、翌月の 15 日までに指定口座へお振り込みをお願いします 

  (引き落とし手数料含む金額をお支払いください)     

（お支払い例）        

 締切日までに 入会金（初回）保険代（年度ごと）→現金でのお支払い  

 5 月   4 月保育料→口座引き落とし      

 6 月   5 月保育料→口座引き落とし      

 7 月   6 月保育料→口座引き落とし      
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保育料金

・学童保育料金形態は下記の2通りとなります

・退所を希望される方は、退所届を提出していただく必要がありますので指導員までお知らせください

・途中入所はできませんので、3月末までの申し込みをお願いします

月極め

入会金（初回） 5,000円 長期休暇の利用料金

保険代（年度ごと） 1,050円 ※月極め保育料6,000円に300円×利用日数加算

放課後保育（おやつ代含む） 6,000円

送迎料（一回）　　　大津小・東小 150円 夏休み1日保育付加料 300円

送迎料（一回）　　　美咲野小 200円 秋休み１日保育付加料 300円

※送迎料は2,500円で打ち止め 冬休み１日保育付加料 300円

延長保育（１８時～１８時３０分） 100円 春休み１日保育付加料 300円

　　　　　　（１８時３０分～１９時） 200円 ※長期休暇での行事費等は別途納入いただきます

　　　　　　（１９時～１９時３０分）おやつあり 400円

振替休日による１日保育付加料 300円

土曜1日保育（弁当持参・おやつあり） 300円

長期のみ

入会金（初回） 5,000円 秋休み   開所日（土曜日を除く）×1,300円

保険代（年度ごと） 1,050円 冬休み   開所日（土曜日を除く）×1,300円

夏休み　 25,000円 春休み   開所日（土曜日を除く）×1,300円

※　月極利用の場合、各種減免処置がございます。（上級生利用・兄弟利用・一人親家庭）

※　夏休み以外の長期休暇は、年度により料金が変動する場合があるためその都度お知らせします。

※　春休みは、年度をまたぐため3月分と4月分と別々で計算します

※　各長期休暇の利用を希望される方は、長期休暇の前月末まで申し込みをお願いします。

※　長期のみ利用の場合長期休暇期間以外の土曜保育、学校の振替休日の利用はできませんので

　　ご了承ください

（例）冬休みの場合（夏休みは25000円定額）

12月

25日（火） 26日（水） 27日（木） 29日（土） 30日（日） 31日（月）

開所 開所 開所

1月

1日（火） 2日（水） 3日（木） 5日（土） 6日（日） 7日（月）

開所 閉所 開所

開所日（土曜日を除く）は6日ですので、6日×1,300円＝7,800円となります

※　この例の場合、開所日数は6日（土曜日除く）ですが、6日のうち1日しか
利用が無かった場合でも7800円の料金になります。

閉所（正月休み）

閉所（正月休み）

 


