令和４年度

せんだい幼稚園児童クラブ・児童クラブ Cocoact

新規・継続入室のご案内

せんだい幼稚園児童クラブ ：平佐町 3590-2 ℡ 20-1280/FAX 25-1730 〈児童クラブ直通 080-2742-9326〉
児童クラブ Cocoact ： 平佐町 3658 ℡ 20-1280/FAX 25-1730 〈児童クラブ直通 080-8379-9190〉
せんだい幼稚園児童クラブ・児童クラブ Cocoact は，主に平佐西小学校児童を対象とした児童クラブです。
令和４年度本児童クラブを新規・継続で利用されたい方は以下の要項をよくご確認の上，期日までにお申し込みく
せんだい幼稚園児童クラブ・児童クラブ Cocoact は，主に平佐西小学校児童を対象とした児童クラブです。
令和４年度本児童クラブを新規・継続で利用されたい方は以下の要項をよくご確認の上，期日までにお申し込みくださ
い。申込書につきましては，認定こども園せんだい幼稚園職員室にてお受け取りください。園のホームページからもダウンロ
ードできます。
尚，新規・継続に関わらず児童の学年や保護者の就労日数（時間）等に応じて利用者を決定するため，新規・継続共に同
時期での受付としています。待機児童がいる中で必要度の高い方から利用できるようにするためのものですので，どうぞご
理解いただきたく存じます。

1． 利用対象および定員
主として平佐西小校区の 1 年生から 6 年生までを対象としています。利用定員は各 40 名程度。
就労等により保護者が昼間家庭にいない児童。（原則，放課後の時間帯に就労している方）

2． 開・閉室日及び開室時間等について
◇開室日：202２年 4 月 1 日 ～ 202３年 3 月 30 日（但し以下閉室日を除く）
◇閉室日（園行事等の関係で変更となる可能性があります。）
・日曜及び祝祭日
・正月前後日…12 月 29 日 ～ 1 月 3 日【予定】
・天候等により開室が危ぶまれるとき（各保護者に前日又は当日早朝に連絡します）
・小学校が臨時休校，または天候不良等による特別校時
・園の行事等で開室ができないとき（行事日及びその振替休日など） ・・・ 参考：R３休室日 3/31
・その他，せんだい幼稚園児童クラブ・児童クラブ Cocoact が定めるとき
◇開室時間
・平日・・・小学校授業終了後から 19 時まで
・土曜日，長期休み・・・7 時から 19 時まで（7～8 時早朝保育，18 時～19 時延長時間を設けています。）

◇その他
・当クラブは，小学校と距離があるため登室用の児童クラブ専用車を用意しています。車は当クラブの登室用の車，
もしくは専用タクシーのいずれかとなります。
・長期休暇（出校日を除く），授業のない土曜日，小学校の行事による振替休日の場合はタクシーの利用は出来ませ
ん。

3．利用コース及び利用料金
申込書にて，いずれかのコースを選択していただきます。
◆月謝コース

：1 ヵ月単位で常時利用。（※土曜日は別途料金要）

両親ともに１２日以上の就労があることが条件となります。また，病欠などを除き利用実績が著しく少ない場合（3 か
月連続 7 日以内の利用が続いた場合）は月謝コースの利用ができませんのでご了承ください。
◆不定期コース

：月に 10 日以下の利用，平日・土曜日・長期休暇にかかわらず不定期での利用。

◆長期休暇のみコース ：長期休暇のみ利用。長期休暇以外の平日・土曜日の利用はできません。
※ 校区外の方は，原則長期休暇コースの利用になります。

4． 申込み受付期間・選考
コースにより受付期間及び決定が異なりますので，以下の日程をご確認ください。
①月謝・不定期コース
・受付期間：202２年 2 月１日（火）～2 月１８日（金）締切
・決定通知：202２年２月２４日（金）に申込者全員に結果を郵送にて(当園年長児の方はお子様便で)お届けします。
②長期休暇のみコース
・受付期間：202２年 6 月 15 日（月）～6 月 2３日（水）受付予定
・決定通知：202２年 7 月上旬までに申込者全員に結果を郵送にてお届けします。
■本年度，児童クラブに登録されている方へ■
児童クラブの利用は年度契約となりますので，令和４年４月１日からは令和４年度の継続申込を行い，入室承諾が出
た方のみ利用可能となります。長期休暇コースを利用される方は，４月１日からの春休み期間は利用ができません（夏休
みからの利用となります）のでご注意ください。4 月からの春休みも利用される方は不定期コースでの登録をお勧めし
ます。なお，入室者の決定にあたっては利用頻度の高い方から決定します。申込人数によっては全員が必ずしも入室が
できるわけではありませんのでご了承ください。
◇備

考 ： 期日までに書類が準備できない場合には，全ての書類が揃っている方のみ上記の日程で選考致します。
期日を過ぎた提出は，上記決定終了後，選考を行いますのでご了承ください。

◇選

考 ： 定員を上回る応募があった場合は，家庭調査票に基づく選考にて入所者を決定いたします。
〇 ご両親の就労・介護等の状況
〇 低学年 （家庭調査票による選考で同条件の場合，高学年より低学年を優先いたします。）
〇 前年度利用者やせんだい幼稚園とのきょうだいの有無

放課後児童クラブは，保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に，授業の終了後，施設を利用して，適切な遊び及
び生活の場を与え，健全な育成を図る事業です。施設の役割からしても下校時刻が早く，留守番が難しい低学年を優先
すべきと考えております。
ℨｚｚｚｚｚｚｚ
また，入室する施設につきましては，当クラブにて編成させて頂きますのでご了解の上，お申し込みください。クラブは，学
年・男女比，月謝・不定期コース比，きょうだいの有無等を考慮し編成いたします。
毎年利用者が入れ替わる為，年度毎でクラブを変更する場合があります。ご了承ください。

5. 申込必要書類
以下の書類を揃えてご提出ください。受付は，園職員室で行います。受付時間は 8～18 時までです。
①新規申込書・・・記入例を参考にご記入ください。学年は，令和４年度の学年をご記入ください。
②家庭調査票
③就労証明書
④個人情報の取り扱いに関する同意書

6． 利用料金
◇年会費 ： １人 2,500 円・・・新規の方は説明会時に納入。継続の方は口座引落しによる納入。
◇利用料 ： 17:00 までの基本料金に利用時間毎の料金が加算されます。
月謝

不定期 / 授業のある土曜日

土曜日 / 長期休暇

下校後～ 16:59

基本料金 ※下記参照

400 円

900 円 （8:00～17:00）

17:00 ～ 17:59

30 分毎 30 円加算

30 分毎 50 円加算

18:00 ～ 18:59

30 分毎 50 円加算

19:00～

閉室（10 分毎 500 円加算）
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（予定）

※給食費は給食の提供回数に応じて変更の可能性があります。
〇きょうだい減免
きょうだいで月謝コースを利用の方に限り，第２子以上は月謝の減免をいたします。（減免の料金は，上記表をご確認ください。）
〇その他
・早朝預かりについては，100 円／日。（7:00～8:00）
・長期休暇等の室外活動にかかる費用は，別途いただく場合があります。
・長期休暇中，月謝での利用の方は，給食の喫食が可能です。給食費については上記をご参照ください。長期休暇中の
開室の日数は変更する可能性がありますので，それに伴い給食費も変更します。

７．クラブの生活等について
〇当クラブは，小学校下校後クラブ専用バス及び委託タクシーにて小学校～クラブへの送迎を行っています。
〇お迎え時には安全を最優先とし，保護者または保護者の代わりになる方（祖父母等）にお迎えに来ていただき，直接引
き渡しを行っています。
〇習い事等による児童だけの降室は行っておりません。
〇スポーツクラブやスイミング，ピアノ教室等のスタッフによる送迎での習い事に関して
・送迎に来られるスタッフの方を保護者とみなし引き渡しを行いますが，迎えに関すること（タブレットタッチ操作による降
室等）や活動場所の変更等は全て保護者の方の責任で習い事先と確認をお願い致します。
・引き渡しを行った後の子どもの管理は習い事先となります。
・クラブへ登室し，習い事に行った後に再度クラブへ登室することは原則できません。（利用料金の減免設定がないため）
・ピアノ教室やスポーツクラブ加入に関する手続きを当クラブでは一切行っておりません。

８．準備説明会 【新規入室の方】
入室決定の方を対象に「準備説明会」を開催します。当クラブの利用の仕方や利用時の注意点，保護者の方との連絡
方法等について説明を行いますので，必ずご参加をお願いします。在園児の方とそうでない方と説明会時間帯が異なり
ます。下記をご確認の上、ご参加ください。児童の参加は必要ありませんが，ご一緒に参加されても結構です。また，説明
会当日不参加の場合は事前に必ずクラブまでご連絡ください。予備日に入室説明をさせていただきます。
※現在きょうだい児が当クラブに登録している場合は，説明会出席は必須ではありません。
※年会費のお支払いは，きょうだい分の口座より３月上旬にお引落しさせていただきます。

『 準備説明会 』 202２年 3 月１２日（土） 認定こども園せんだい幼稚園 ホール
①９：００～９：４０ 在園児の方 ②１０：００～１１：００ 在園児の方以外
※当日年会費の 2,500 円もお納め頂きます。
〈予備日〉202２年 3 月 17 日（木）17:20～18:00 「園１F 応接室」にて

