
AKENO kids after school club とは・・・ 

保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童（小学生）に対し、遊びの援助及び生活の場

を提供し、児童の健全育成を図り、仕事と子育ての両立支援を行う保育施設です。 

 

１、クラブの役割 

① クラブでの遊び、体験を通して自主性、社会性、創造性を育むこと。 

② 児童の自主性を重んじ、自ら求めて学習するような環境を整え、学習の習慣化に向

けて必要な支援を行うこと。 

③ 基本的生活習慣を身につけるための支援を行うこと。 

④ 家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭での遊びの環境づくりへの

支援を行うこと。 

⑤ 地域の団体・学校及び関係機構との連携において、積極的に情報交換を図り、情報

共有と相互理解に努めること。 

⑥ 安全対策について事故や怪我の防止に向けた対策、発生時の対応に関するマニュア

ルに基づき事故防止に努めること。 

⑦ 防災・防犯対策について、計画、マニュアルに基づき定期的に避難訓練等を実施す

ること。 

⑧ 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースに

ついては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、小学

校、児童相談所、保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。 

⑨ 児童、保護者からの要望を聞き、より良いクラブの運営に努めること。 

⑩ 個人情報の保護を徹底し、適切に取り扱うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２、クラブで大切にしていること 

①自己肯定感が育つ場所作り 

・一人ひとりの子どもは誰一人として同じではないのと同様に、「その育ち」も様々

です。興味や関心、願いを感じ取りながら寄り添います。 

・子どもの言葉や態度のありのままを受け止め、そうさせていることの理由や背景

を丁寧に捉えながら一人ひとりと接していきます。 

②思いやりと責任感が育つ場所作り 

・みんなで遊び、みんなで考えて、子ども達同士がお互いの弱いところを認め合い、

助け合う中で育ちます。 

・異年齢の子ども達が共に生活するということは、教えたり、教えられたり、頼っ

たり頼られたりする関係が生まれる一方、縦の関係がそのまま力の関係になる危険

性が含まれています。だからこそ、一人ひとりの子どもが大切にされるにはどうす

れば良いかを子どもと一緒に考えていきます。 

③自立心が育つ場所作り 

・人間としての必要な力（生活能力や生活習慣等）を身につけます。 

・遊びや体験を通じ、自主性や社会性、創造性を培う活動も行います。 

 

 

３、対象児童 

市内の小学校に就学している児童であって、保護者のいずれの理由によって、保育にあ

たることが出来ない児童が対象となります。なお、利用の申し込みや利用決定等は市役

所管轄となります。 

①居宅外で労働している場合 

②居宅内で、児童と離れて家事以外の労働をしている場合 

③妊娠中または出産後間もない場合 

（産前 8 週の日が属する月の初日から産後 8 週の日が属する月の末日まで） 

④病気または心身障害がある場合 

⑤長期にわたり介護をしている場合 

⑥居宅外で就労している場合（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

※受け入れ人数に限りがある為、低学年を優先して受け入れします。 

 

 

 

 

 

 



４、開所日 

〇平日・・・放課後～18 時 15 分 

〇土曜日・・・8 時～16 時 

〇土曜日を除く学校休校日及び長期休校日・・・8 時～18 時 15 分 

※土曜日を除く休校日は 7 時 15 分～早朝保育を利用できます。 

（早朝保育料・・・7 時 15 分～7 時 54 分・・・100 円×日数分） 

① 学校のある平日のみ、各校へバスでお迎えに行きます。 

② 創立記念日、県民の日、学校の振替休校日、小学校の卒業式等の休校日は開所 

します。 

③ 長期休校日を除く休校日はお弁当を持参してください。（土曜日もお弁当持参となり

ます。） 

 

 

５、閉所日 

〇日曜日、祝祭日 

〇お盆（8 月 13 日～16 日） 

〇年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

〇保育園の行事日及び予備日（入園式、運動会とその予備日、お遊戯会等） 

〇その他、震災や悪天候、感染症の流行による臨時休校日は閉所となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６、利用料について 

【登録料について】 

◎初回登録料 ・・・・・ 3000 円（※新規登録児童の方） 

 （保険料、入退出カード代、冷暖房費含む） 

◎更新料 ・・・・・ 2000 円（※継続児童のみ）  

 （保険料、冷暖房費含む）  

【利用料について】 

通常利用料金 金額 

5 月・6 月・9 月・10 月・11 月・2 月 6000 円 

8 月 12000 円 

4 月・7 月・12 月・1 月・3 月（長期休暇特別料 1500 円こみ） 7500 円 

 

※送迎利用料金を別途頂きます。（料金は決定次第お知らせします。） 

※長期休校期間は別途発生する料金がありますので、都度ご確認下さい。（要事前申し込み） 

※早朝料は翌月引き落としとなります。 

 

※やむおえない理由によりクラブを休止したい場合はすぐに申し出て下さい。その場合も

料金が 2000 円発生します。なお休止期間は２カ月とさせていだだきます。 

※休校日の日数変動により価格も変動する場合があります。（金額決定次第お知らせします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期利用料金(長期休校日のみ利用の方) 金額 

春休み 4500 円 

夏休み 15000 円 

冬休み 5000 円 

当月末引き落としの

料金です。 



７、お弁当購入について 

春休み、夏休み、冬休み期間中はお弁当の購入ができます。 

1 食 400 円  さん Q さんへの外注です。（アレルギー食対応可能です） 

春休み、冬休みは希望者のみ注文できご自宅からお弁当をお持ちいただくことができます

が、夏休みは食中毒予防の為、全員注文していただきます。予めご了承下さい。 

（土曜日の注文は出来ません。） 

 

 

８、学童クラブを欠席する際の連絡について 

①コドモンアプリ等で当日正午までに欠席の連絡をお願いします。 

②学校の連絡帳に学童クラブを休むと記入して下さい。 

③児童本人に「今日は学童のバスに乗らないで」など、学童クラブをお休みする事を伝

え、意思疎通を図って下さい。 

欠席の把握が学校側、学童クラブ側双方で行えないと、バスでのお迎えの際に非常に混乱し

ます。スムーズにお迎えが行えるよう、上記の 3 点を必ず行って頂きますようお願いいた

します。 

保護者の方が知らぬ間に、児童が帰宅してしまったために、最悪の事故に繋がる等の危険性

がゼロではありません。児童本人からの欠席の申し入れや連絡帳の記入のみの、欠席の受付

は出来ません。ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

９、その他の連絡について 

以下の場合についても、必ずクラブ職員までご連絡をお願い致します。 

① 児童の帰宅方法の変更がある時 

（帰宅時間の大幅な変更や保護者以外の方がお迎えに来る場合など） 

  ※保護者の方からの連絡がない場合、保護者以外の方への児童の引き渡しは出来ませ

んのでご了承ください。 

②クラブ利用に関する対象児童としての要件がなくなった場合 

③クラブを長期欠席する場合 

（概ね 2 週間以上欠席となる場合には休止届の提出をお願いします。） 

なお、2 か月以上欠席となる場合は、一度退所していただき再度入所の申し込みをお願

いします。 

④保護者の方の連絡先が変更になった時 

（体調不良時や緊急時に保護者の方に連絡するため、必ず新しい連絡先をお知らせ下さい。） 

⑤保護者の勤務先が変更になった場合 

（勤務先の変更の際は勤務証明書の再提出をお願いします。） 



10、お迎えについて 

①帰宅の際は退出の打刻を必ず行ってください。 

②忘れ物がないか確認してください。傘や水筒の忘れ物、通学用帽子の取り違えが多発して

います。帰る際には必ず持ち物の確認をお願いします。 

③お迎え時には、必ずクラブ職員との相互確認をしてください。その際は、玄関入口ではな

くクラブ室までお迎えをお願いします。 

 

 

11、持ち物 

持ち物には全てを記名をお願いします。 

① 上履き 

※震災時などの安全管理の観点から、着用を義務付けています。 

②帽子 

  ※６～9 月は熱中症対策として着用を義務付けています。 

③ハンカチ 

④水筒 

※⑤～⑦は 1 日保育の際に、追加で必要な物です。 

⑤宿題・読書の本 

⑥着替え（必要に応じて） 

⑦お弁当 

※土曜日、学校の振替休校日などでの一日保育では、お弁当持ちとなります。 

 なお、長期休校日期間中は、お弁当屋さんのお弁当を外注する事が出来ます。 

※⑧～は夏期のみ 

⑧プールの用意（プールカード、タオル、水着、帽子、着替え１組） 

⑨水筒補充用ペットボトル入り水、又はお茶（500 ㎖ 1～２本程度、必要に応じて） 

【持って来てはいけないもの】 

マンガ、おもちゃ、ゲーム機、カメラ、時計、スマホ等、シール、付箋、スタンプ、カード

等 

※お友達とのトラブルの元となりますので、学習道具以外の必要の無いものは持たせない

よう宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



12、健康管理 

①健康状態について、気になる事がある場合には必ずコドモンアプリ等でお知らせ下さい。

また、児童の体調が良くない時、体温が 37.5℃以上、下痢や吐き気の症状がある場合はお休

みしてください。 

②クラブでの保育中に体調が悪くなった場合、すぐに保護者の方へご連絡しますのでその

際は出来るだけ早くお迎えに来て頂けるようお願いします。ケガ等の急を要する場合は職

員が児童を病院まで連れて行く場合もあります。 

③保育中の事故の場合は保険が適用となります。 

④病欠等で学校やクラブをお休みする場合には、当日正午までに（長期休校期間中は当日朝

8 時までに）必ずご連絡をお願いします。 

⑤インフルエンザ、胃腸炎等の感染の恐れのある病気の場合は、クラブに出席出来ません。

また、学級閉鎖に該当するクラスに在籍している児童は、学級閉鎖期間中はクラブには出席

出来ません。 

⑥コロナウイルス対策として、本人や同居家族が濃厚接触者となった場合や感染の疑いが

ある場合 

は必ずご連絡ください。又、PCR 検査を受けた場合もご連絡ください。 

 

13、クラブ利用許可の取り消しについて 

学童クラブ入会後、以下のような場合には許可を取り消す場合があります。 

①入会申し込み書の内容に虚偽の記載があった時 

②対象児童の要件を満たさなくなった時 

③利用料が 2 か月以上引き落としが出来ない場合や、諸経費をお支払い頂けない場合 

④クラブ職員の注意を聞き入れず、クラブ運営を妨害したり又はクラブ運営に支障をきた

す行動を取る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

♢あけのキッズアフタースクールクラブのお約束♢ 

※おうちのひととかならずよんでください。たいせつなおやくそくです。 

 

 

【クラブに来た時】 

①元気よく「ただいま」のあいさつをしましょう。また、カードの打刻を忘れずに行いま

しょう。 

②ランドセルや荷物は自分のロッカーに入れましょう。 

③うがい、手洗いをしましょう。 

④今日やる事を自分で決め、決めたことは必ず終わらせてから帰りましょう。 

【自由時間】 

①自分で使ったおもちゃ、文房具、本などはきちんと後片付けをしましょう。 

②クラブの物は大切に扱いましょう。 

【お弁当、おやつの時間】 

①うがい、手洗いをしましょう。 

②食べた後はテーブルの上を拭き、お掃除をしましょう。 

③「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをきちんとしましょう。 

④お昼ご飯を食べた後は、静かに過ごす時間を取りましょう。 

【クラブから帰る時】 

①後片付けを必ずしてから帰りましょう。（イスを重ねる、消しゴムカスもきれいに） 

②「さようなら」の挨拶をしましょう。 

③忘れ物がないか確認しましょう。（水筒、防犯ブザー、傘、帽子） 

【その他】 

①室内や廊下は走ったり、大きな声を出さないようにしましょう。 

②カードゲームやゲーム機など、必要のない物は持ってこないでください。 

③きちんとした言葉使いをしましょう。 

④お友達をあだ名で呼んだり、呼び捨てはしません。 

⑤遊具や本などは大切に使いましょう。 

⑥体の具合が悪い時やケガをした時には先生に話しましょう。 

⑦クラブの先生話をきちんと聞きましょう。 

⑧お約束は必ず守りましょう。 

 


