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入園のしおり（重要事項説明書） 

社会福祉法人わかば福祉会 わかば学童クラブ堀川園・下堀園 

 

 

わかば福祉会理念      親子の幸せに貢献する 

 

わかば福祉会基本方針 

未来に向かってぐんぐんのびる輝く希望の木になろう 

おかえりなさい 

いつまでも わかばは 心のふるさと  いつまでも ほっとできる場所 

共に泣こう 共に笑おう 共に育っていこう 

手をとりあって  喜びも 不安も 共に分かち合います 

きらめく瞳    ゆたかな心と生きる力を育てます 

つながる心    出会って生まれた愛を育んでいきます 

 

 

わかば学童クラブ 子ども像 

☆ 健康な身体で元気に遊べる子ども 

☆ 自分のことは自分でできる子ども 

☆ 自然に親しみ、「いのち」を大事にする子ども 

☆ 豊かな感性と自信をもって表現できる子ども 

☆ 友達と共感し、協力できる子ども 

 

 

育成（保育）内容 

 

 家庭との連携を図りつつ、児童の保護及びあそびを通しての育成・指導を行うため、 

次に掲げる内容を行うものとする。 

１、 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定 

２、 活動への意欲と態度の形成 

３、 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上 

４、 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

５、 家庭や地域での遊びの環境づくりの支援 

６、 その他児童の健全育成上必要な活動 
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わかば学童クラブ 育成（保育）内容の特色について 

 

わかば学童クラブでは、子どもたちが放課後にゆったりと過ごしのびのびと遊ぶことができる

「時間」・「空間」・「仲間」を大切にして、子どもたちの生きる力とその基盤となる力を育んでいき

ます。また、就学によって家庭の生活リズムも大きく変わるこの時期、お子さんの成長を保護者と

ともに喜びながら、保護者の子育てを全力で支えていきたいと考えています。 

 

★遊び中心の保育 

・遊びの中で、丈夫な体・考える力・仲間と協力する力を育てます。 

・戸外遊びをたくさん取り入れる中で、五感を育みます。 

子どもは遊びを通して、からだのバランス感覚や制御力、感受性や想像する力、道徳心や自分を

自制する力、方法やルールを考える力など、様々な力を獲得していきます。また、遊びの中で友だ

ちとの関係を築き、社会性や協調性は豊かに育まれていきます。学童クラブの職員は“遊びのプロ”

として子どもたちを援助します。 

 

 

 

★友だちとの関わり 

・友だちといっしょにいろいろな経験をすることで、人間関係の練習をします。 

・異年齢の友だちといっしょに過ごす中で、思いやりやいたわりの気持ち、あこがれる思いや尊

敬の気持ちを持てるようにします。 

保育園や幼稚園時代に比べると、小学生の友だちづきあいは多様で複雑です。子どもは友だちに

精神的なつながりを求め、仲良しグループをつくって自分たちの世界で遊ぶようになっていきます。

その中で自己主張や我慢の葛藤を繰り返しながら、協力する楽しさや折り合いをつける力を学んで

いきます。学童クラブではこの過程を成長の大切なステップと考え、職員が援助し見守っていきま

す。 

 

 

★生活習慣や学習習慣の定着 

・自分の身の回りのことができるようにします。 

・学習習慣が身に着くように支援します。 

・当番活動などみんなのために働く態度と意欲を育みます。 

交通安全や持ち物の管理、衛生面などについて、学年や季節に応じて適切に指導します。また、

学習タイムを設けて、宿題や読書に自ら取り組むことができるように支援していきます。 

 

 

 

★保護者の子育てを応援 

・就学から学童卒園までのいろいろな相談に応じ、子育て支援に努めます。 

保護者からの育児相談に温かく耳を傾け、一人ひとりの育ちについて保護者といっしょに考えて

いきたいと思います。  
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概況 

 

【経営主体】 社会福祉法人 わかば福祉会 

【所在地】  富山市堀川町４５５ ＴＥＬ０７６－４２４－８８３３ 

                 ＦＡＸ０７６－４２４－８８３７ 

 

【沿革】  Ｈ ９．４． １  卒園児の保護者からの要請により、園舎に隣接した建物 

で開設する。小学１年生８名でスタート 

      Ｈ１０．４． １  小学１年生１０名 ２年生６名 計１６名  

      Ｈ１１．４． １  人数が増えたこと等により、現在の場所に移転 

                第二種福祉事業として認可される 

      Ｈ１３．７．２０  夏休み対応として、布瀬園を開設する 

      Ｈ１５．４． １  堀川園 富山市放課後児童健全育成事業として認可 

      Ｈ１６．４． １  布瀬園 富山市放課後児童健全育成事業として認可 

      Ｈ１７．４． １  はりはら園 富山市放課後児童健全育成事業として認可 

      Ｈ２８．３．３１  布瀬園 閉園 

      Ｈ３０．４． １  下堀園 富山市放課後児童健全育成事業として認可 開設 

 

【開設日・時間】 

・ 月～土（下校時から午後８時まで、長期休みは午前 7 時から午後 8 時まで）  

※ 下堀園は午後７時まで（午後７時を過ぎる場合はご相談ください） 

・ 日・祝祭日（午前８時から午後６時まで） 

・ 休園日・・・５月連休及び１月１日～３日 

・ 開設日数・・３００日以上           

 

【定員】   堀川園・・・・４５名 

       下堀園・・・・４５名 

 

【対象】 １年～３年   

 

【校下名】  堀川園・・・・蜷川小、熊野小 

       下堀園・・・・堀川南小 

                               

【床面積】  堀川園・・・・１４８．５㎡ 

       下堀園・・・・１９８．７４㎡ 
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学童クラブでの生活 

 

平日（放課後保育）のデイリープログラム 

時間 活動内容 

１５：００～ 下校・登園 

 ・自分の荷物を片付ける 

 ・学校の連絡帳や配布プリントを見せる 

 ・手洗いとうがいをする 

 

 

 

 学習タイム 

 ・学校の宿題やワークブックなどに取り組む 

 ・終わったら読書をする 

 

 

 

１５：３０～ 自由遊び 

 ・室内や園庭で遊ぶ 

 

 

 

１６：１０～ おやつ 

１６：３０～ 片づけ・掃除 

 

 

１７：００ 自由遊び 

 ・室内で遊ぶ 

 お迎え・順次降園 

１８：１５ 補食（希望者のみ） 

１９：００ 堀川園  わかば保育園にて延長保育 

 

 

下堀園 保育終了 

２０：００ 堀川園  保育終了  

◇学校の給食がない日は、学童クラブで給食を食べます。 

◇お誕生会など行事活動の日は時間や内容が変わります。 

◇連絡帳は、下校時間、休業日の確認や体調、宿題などの確認の為に毎日見せてください。 

◇個人情報もありますので、連絡帳を見てほしくない場合は、学童担任に申し出てください。 

◇学童で宿題に取り組むことをご家庭で約束してください。 

◇宿題の丸付けやサインなど、最終確認は必ず家庭でしてください。 

◇週末は宿題の量も多く、家庭でないと出来ない学習もあります。 

 

◇１年生～３年生異年齢の関わりを大切にし、教えたり、助け合いながらのびのびと遊びます。 

◇戸外・・・ドッチボール、サッカー、鬼ごっこ等 

◇室内・・・人形遊びやブロック、トランプや工作等 

 

 

◇当番が部屋の掃除をします。 

◇玄関やトイレ、園庭など全員で掃除に取り組む日もあります。 

 

 

◇堀川園は１８：５０頃に徒歩または車でわかば保育園へ移動します。 

◇１８：５０以降のお迎えは、わかば保育園（ぶどう組）へお越しください。 
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学校休業日（振替休日・長期休業日）のデイリープログラム 

時間 活動内容 

７：００～ 登園後、自由遊び 

９：００～ 学習タイム 

１０：００～ 集まり・出席確認・集団活動 

 

 

１１：００～ 自由遊び 

 ・室内や園庭で遊ぶ 

１２：２０～ 給食 

 

 

１３：００～ 片づけ・掃除 

１３：３０～ リラックスタイム 

 ・読書やビデオ鑑賞などでからだを休める 

１４：３０～ 午後の活動 

 ・戸外散策や制作など 

 

 

１６：１０～ おやつ 

１６：３０～ 片づけ・掃除 

 

１７：００～ 自由遊び 

 ・室内で遊ぶ 

 お迎え・順次降園 

１８：００～ 延長保育 ・ 補食（希望者のみ） 

 

 

１９：００ 堀川園  わかば保育園にて延長保育 

 

 

下堀園 保育終了 

２０：００ 堀川園  保育終了  

 

 

  

◇１０時から朝の集まりを行います。出席をとり、集団でできるゲームなどに取り組みます。 

◇近所のお宮さんや公園などに出かけることもあります。 

◇堀川園は１８：５０頃に徒歩または車でわかば保育園へ移動します。 

◇１８：５０以降のお迎えは、わかば保育園（ぶどう組）へお越しください。 

 

 

◇わかば保育園から届く給食を、あたたかいうちにみんなでいただきます。 

◇一日保育の日は、18時から延長保育です。 
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特別保育について 

 

 〔延長保育〕  平日１９時～２０時  堀川園のみ 

◇ 堀川園は１８：５０頃に徒歩または車でわかば保育園へ移動し、延長保育はわかば保育園ぶどう組

の部屋で行います。 

◇ 異年齢児との交流の時間として、保育園の子ども達といっしょに家庭的な雰囲気を心がけながら、

お迎えまで楽しく過ごせるように配慮します。 

◇ 担任からの引き継ぎは、延長保育担当者がきちんと記録し、伝達します。 

◇ 保育時間が長くなるとお子さんの負担も大きくなりますので、勤務終了次第お迎えをお願いします。 

 

 〔延長保育〕  学校休業日や長期休業日  １８時～２０時  （１９時以降は堀川園のみ） 

◇ 学校休業日や長期休業日の延長保育は、１８時からです。 

◇ １９時以降の保育は、平日同様わかば保育園ぶどう組の部屋で行います。 

 

 〔土曜保育〕 

◇ 土曜保育は申込制です。前月２５日までに、土曜保育申込用紙を提出してください。 

◇ わかば保育園たいよう組にて、保育園年少・年中・年長児と合同保育を行います。 

◇ 異年齢児保育を行い、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの生活リズムを大切にしながら、安心した

時間を過ごせるよう配慮します。 

◇ 土曜利用当日は朝からわかば保育園へ登園してください。 

◇ 昼食はわかば保育園の給食を食べます。 

◇ １８時からは延長保育となります。（土曜日は補食がありません） 

 

 〔休日保育〕 

◇ 休日保育を利用するには別途申請が必要です。申請書の提出を済ませてから、前月２５日までに

休日保育申込用紙を提出してください。 

◇ わかば保育園ばなな組にて、合同保育を行います。 

◇ 時間は８：００～１８：００です。延長保育はありません。 

◇ 異年齢児保育を行い、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの生活リズムを大切にしながら、安心した

時間を過ごせるよう配慮します。 

◇ 利用当日は朝からわかば保育園へ登園してください。 

◇ 昼食は、お弁当持参となります。 

 

※土・日・祝日利用は両親ともにお仕事等で、他に見てもらえる方がいない場合に限ります。その他の都合で

利用することは出来ませんのでご理解、ご協力をお願いします。（不正があった場合は、学童利用を停止さ

せていただきます。） 

  



9 

 

活動・行事について 

 

 〔お誕生会〕  ゲームや歌を楽しみながら、お誕生日の友だちをみんなでお祝いします。 

 

 〔生活指導〕  交通安全や季節に応じた衛生習慣などを、クイズや寸劇などを通して学びます。 

 

 〔避難訓練〕  保育中の火災や地震などを想定して、身の守り方や屋外までの避難を訓練します。 

 

 〔園外保育〕  学校振替休業日や夏休みなどに、バスで郊外の公園や体験施設などに出かけます。 

 

 〔海水浴〕    保育園バスで、近郊の海水浴場へ出かけます。※申込み制です。 

 

 〔やまびこキャンプ〕 

夏休みに二泊三日で立山青少年自然の家に泊まります。自然の中で登山やキャンプフ

ァイヤーなどの体験活動を楽しみます。 ※申込み制です。 

 

 〔冬キャンプ〕 冬休みに一泊二日で立山青少年自然の家に泊まります。雪遊びを思い切り楽しみます。  

※申込み制です。 

 

 〔親子交流会〕 レクリエーションやクッキングなど家族で参加できる交流会です。 ※時期は未定です。 

 

 〔その他 季節のイベント〕 

季節のお楽しみ会など、遊びを発展させていろいろな活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※やまびこキャンプ・海水浴・冬キャンプの参加について 

キャンプや海水浴は、普段はできないことを友だちといっしょに体験することで、かけがえのない思い出

や絆づくりの機会になることを目指しています。 

◇ 参加には申込みが必要です。詳しくは行事のおたよりでお知らせします。 

◇ 保育料など諸会費とは別に費用がかかります。 

◇ これらの行事のねらいは、学童クラブの友だちと共に体験をすることにあります。行事の１ヵ月ほ

ど前から活動の準備や練習を行い、保護者の方にも荷物の準備などご協力をいただきます。通

常の学童の利用はせず、キャンプや海水浴だけに参加することはご遠慮ください。 
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持ち物について 

学童クラブでは、たくさんの子どもがそれぞれの下校時刻に登園し、放課後を過ごします。基本的には、

一人ひとりの持ち物の確認に職員が付き添って指導することはいたしません。お友だちの荷物が多数あ

る中でも自分の持ち物がわかるように、記名やキーホルダーなど準備をお願いします。学童クラブでも支

援・指導をしていきますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

学童クラブでお預かりする物 

●着替え一式  ※着替え袋に入れてきてください。袋にも記名をお願いします。 

 ※季節に応じて入れ替えや補充をしてください。 

 

平日（放課後保育） 

●学校の持ち物（ランドセル他） ●ハンカチ・ティッシュ 

 

振替休業日・長期休業日 

●学習道具（学校の宿題やワークブック、本など、筆記用具） 

●ハンカチ・ティッシュ 

●帽子 

●水筒（お茶） 

 

土曜日・日曜祝日（わかば保育園での合同保育です） 

●学習道具（学校の宿題やワークブック、本など、筆記用具） 

●ハンカチ・ティッシュ 

●帽子 

●水筒（お茶） 

●うちばき 

●着替え（わかば保育園での合同保育となりますので、一式ご用意ください） 

●弁当 ※日曜祝日は弁当持参です。 

 

※まんが、おもちゃ、カード、ゲーム等、学校に持って行かない物は持ってこられません。 

※メガネ、歯の矯正器具などが必要な方は、事前に連絡してください。取扱いには十分注意するように

家庭でも話し合ってください。 

※すべての持ち物に記名をお願いします。 

 

学童に忘れ物をしないために／忘れ物があった場合は 

◇ １年生のうちは、お迎えの時に玄関で持ち物の確認を一緒にしてください。 

◇ 学校の宿題や連絡帳、通学帽など、翌日に学校で必ず使う物については、ご自宅か緊急連絡先に

連絡いたします。 

◇ 学校に忘れ物があっても、学童保育中に取りに行くことはできません。 
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利用料金について 

平成３０年度の学童利用料金（諸会費）は、以下を予定しています。 

 

（１） 学童クラブ施設管理料  １ヵ月  ２，０００円 

平日利用/長期休み利用のいずれの方も、毎月お支払いいただきます。 

 

（２） 保育料  保育料金は＜月極め＞と＜回数＞があります。どちらか選んで「利用届」（別紙）を提出し

てください。その後の変更は、再度利用届を出してください。 

① 平日の保育料（放課後から午後７時まで） 

    ・月極め １ヵ月   １０，０００円 

    ・回数  １時間      ３００円 

※回数利用の場合、１時間を１分でも超えると２時間分の料金となります。 

また、料金は一日ごとに計算しますので、日を超えた時間の合算はできません。 

Ｑ．平日は毎日利用する場合は？ 

Ａ．☞施設管理料２，０００円＋月極め保育料１０．０００円＝１２．０００円 

（そのほか別途料金） 

Ｑ．平日は、週に２日くらいしか利用しない場合は？ 

Ａ．☞施設管理料２，０００円＋回数保育料（３００円×利用時間）＋別途料金 

 

 

② 土・日・祝祭日・学校休業日・長期休み（春・夏・冬）の保育料 

・月極め 平日の月極め料金１０，０００円＋１，０００円（給食費含む）×日数 

         半日利用 午前（１３時まで）６００円（給食費含む）×日数 

              午後（１２時から）６００円（給食費含む）×日数 

・回数  １日２，０００円（給食費含む） 

     半日利用 午前（１３時まで）１，２００円（給食費含む） 

          午後（１２時から）１，２００円（給食費含む） 

※半日料金は給食を食べる、食べないにかかわらず上記の料金になります。 

※半日に満たない場合（３時間未満）は１時間３００円で、給食費は別途３００円いただきます。 

※夏休み中の学校登校日は半日扱いにします。 

※学校休業日と長期休みは、申し込み後に欠席されるとキャンセル料として給食費 300 円をいただきま

す。 

 

 

Ｑ．春休みに３日間、朝から夕方まで利用します。学校が始まったら平日に毎日利用します。 

Ａ．☞施設管理料２，０００円＋月極め保育料１０．０００円＋１日保育料１．０００円×３日 

（そのほか別途料金） 
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（３） 延長料金 

①平日１９時～２０時 １回２００円（月極め２，０００円） 

    ※１０回以上延長した場合は、月極め２．０００円のみ徴収します。 

②長期休み、学校休業日、土曜日 

   １８時～１９時  １回２００円（月極め２，０００円） 

   １９時～２０時  １回２００円（月極め２．０００円） 

    ※１９時までの延長を１０回以上利用した場合は、月極め２．０００円のみ徴収します。 

 

Ｑ．平日は回数利用です。放課後１５時３０分から１９時４０分まで利用しました。その日の時間計算と延長

料金はどうなりますか？ 

Ａ．☞回数１５：３０～１９：００の回数保育料は３００円×４時間 です。それ以降の時間は、延長料金２００

円です。３００円×４ ＋ ２００円 ＝ １．４００円 です。 

 

Ｑ．夏休みに、１８時３０分頃のお迎えが８回、１９時を過ぎるお迎えが５回ありました。 

延長料金はどうなりますか？ 

Ａ．☞延長月極め２，０００円＋１９時以降の延長料２００円×５回 となります。 

 

   ※下堀園は１９時以降の延長保育はありません。必要な方は個別にご相談ください。 

 

（４） 別途料金 

・給食費 １食３００円   ・補食代 １食１００円（当日の午後１時までにお申込みください） 

・行事参加費（遠足、プール代など） 

・父母の会費･後援会費 それぞれ１ヵ月３００円（１ヵ月５日以上利用の場合徴収します） 

・下校時の送迎料（車でお迎えの熊野小学校の方） １回２００円（月極め３，０００円） 

・保険料 １，０００円程度（年度によって多少変わります。年度の初めに１回のみ徴収します） 

 

Ｑ．延長保育になることはありませんが、補食をお願いすることはできますか？ 

Ａ．☞延長保育でなくても補食を利用できます。申し込みとキャンセルは当日１３時までにご連絡ください。 

（当日の連絡はわかば保育園にお願いします） 

 

Ｑ．入学当初は、午前中のうちに学校が終わります。その場合は１日料金となりますか？ 

Ａ．☞午前中で学校が終わる日も「平日放課後」です。月極め保育料１０．０００円以外の徴収はありませ

ん。回数利用の場合は午前中から時間の計算となりますのでご注意ください。 

   なお、給食費は別途３００円いただきます。 

 

Ｑ．月極めで利用するつもりでしたが、月の途中から欠席が増えたので、回数に変更できますか？ 

Ａ．☞月の途中で月極め／回数の変更をすることはできません。前月のうちに利用届（変更）を提出してく

ださい。 
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集金について 

 わかば学童クラブでは、諸会費の集金を銀行口座振り替えでお願いしています。「預金口座振替依頼書」

（別紙）を提出してください 

 

① 依頼書は銀行等に提出する必要はありません。記入されたら学童クラブに持ってきてください。 

② 保育料の振替日は翌月２７日（金融機関休業日の場合は翌営業日）としております。 

（例：4月分保育料⇒5/27振替） 

金額については、事前に「学童だより」と一緒に配布します。 

※平日に学童クラブを利用されない方は電話等でお問い合わせください。 

③ 振替日の前日までに口座への入金を済ませておいていただくようお願いします。 

④ 振込手数料 1回１０８円です。（振替できなかった場合も手数料はいただきます） 

 

記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行以外

の金融機関、また

はゆうちょ銀行の

どちらか一方にご

記入下さい。 

２枚目にもご捺印願います 

３・４枚目にもご捺印願います。 

ここには記入しな

いでください。 

提出される日を記入してください 

通帳を見て記入してください。 

※４枚とも提出してください。 

金融機関での確認後、「お客様用」

をお返しします。 
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利用の際のお願い 

【利用届の提出について】 

・基本的な利用内容については「利用届」（別紙）を提出してください。保育料の料金システム

（月極または回数）や、曜日ごとのお迎え時間などを記入してください。 

・利用内容に変更がある場合は、その都度提出してください。料金システムは翌月からの変更と

なりますのでご注意ください。 

 

 

 

【振替休業日・長期休業日の利用について】 

・学校の振替休業日や長期休業日については「夏休みの出席予定表」などおたよりを配布して利

用予定を伺います。 

・利用予定表の締切は厳守してください。給食準備の都合もあり、締切を過ぎた後は欠席しても

給食費をいただきます。あらかじめご了承ください。 

・春休みの利用は、別紙「春休みの利用について」に記入して提出してください。 

 

【欠席連絡について】 

・学童クラブを欠席する時には必ず連絡してください。 

・平日は放課後の時間まで学童クラブは閉まっています。わかば保育園（076-424-8833）に連絡

してください。その際に「園名・小学校名・学年・氏名」をお伝えください。 

・体調不良などで学校を欠席する場合、学童クラブにも連絡をしてください。 

・欠席の曜日が決まっている場合には、利用届（別紙）を出してください。 

・振替休日･長期休業日･土曜日･日曜祝日の当日の欠席は、朝９時までに電話してください。 
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【小学校下校と登園について】 

・小学校によって違いはありますが、１年生のうち

は学校の帰りの会が終わると、子どもたちは校

内の決められた場所に集合し、学校の先生とい

っしょに登下校班ごとに整列します。学童利用の

日は「わかば学童の列」に並び、下校します。 

・学童クラブを利用する日は、「わかば学童クラブ

に行く」と学校の先生宛に連絡帳の記入をしてく

ださい。また、子どもが自分でもわかるように指

導をお願いします。（利用しない日は、家に帰る

列に並びます） 

・入学してしばらくは、整列している場所まで学童

担任が迎えに行き、一緒に徒歩で登園します。 

・徐々に、学童までの道順や安全な歩き方を覚え、

子どもたちだけで帰ってきます。 

・学童までの道は、見通しの悪い路地や用水な

ど危険な場所もあります。学童でも交通安全指

導を行いますが、ぜひ利用開始までに道順を確

認し、家庭でも安全指導をお願いします。 

・下校途中に習い事に寄ることはできません。 

 

＜下堀園；堀川南小＞ 

 
 

 

＜堀川園；蜷川小＞ 

わかば学童クラブ 

堀川園 わかば保育園 

わかば学童クラブ下堀園 



16 

 

【お迎えについて】 

・お迎えは、保護者・ご家族・中学生以上の兄･姉とさせていただきます。その他の方が来る場

合には必ずご連絡ください。 

・お迎えの時間が変わる時には連絡してください。 

・お迎えの際には、学童クラブ玄関の掲示物や連絡事項をご確認ください。欠席予定の連絡など

があれば職員にお伝えください。 

・おもちゃや用具を片付けるために帰り支度に時間がかかることもあります。ご了承ください。 

・駐車場は、ゆずりあって利用してください。駐車場内のトラブルについて、学童クラブでは責

任を負いかねます。 

【補食の申し込みについて】 

・夜の補食を利用される方は、事前に学童担任にご連絡ください。準備の都合上、当日の申し込

みやキャンセルは午後１時までにわかば保育園に電話してください。 

 

【学童クラブからの連絡について】 

①緊急時…提出していただく個人票（別紙）に記載された緊急連絡先に連絡します。 

②送迎時…体調や遊びの様子などをお伝えします。また、行事の参加確認などを伺う場合があり

ます。 

③学童だより…毎月１０日に配布します。月の予定や保育の報告、連絡事項が載っていますので

よく読んでください。平日の利用がない方は、学童まで取りに来てください。 

④行事のおたより・長期休業日の出席予定表…行事の参加申込みや、長期休業日の利用予定につ

いては別途おたよりで伺います。締切までに必ず提出してください。 

⑤メール配信…ホームページ・わくわくキッズから連絡事項を一斉配信することがあります。詳

しくは、「ホームページについて」のページをご覧ください。 

 

【退園について】  当学童クラブは、以下の場合は学童保育の提供を終了いたします。 

    ・退園届が出された時 

    ・児童が小学４年生に進級した時 

    ・該当校区外に転居した時 

    ・児童の保護者が離職するなど、学童クラブ利用の要件に該当しなくなった時 

 ・正当な理由がなく、保育料を未納あるいは３カ月滞納している時 

    ・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じた時 

  ※退園届は必ず月末までに提出してください。月をまたぐと、翌月の利用料が発生します。 
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【利用中の体調不良や怪我について】 

  ◇ 保育中に発熱（３８℃以上）・下痢や嘔吐など異常があった場合は緊急連絡先に連絡いたしますの

で、なるべく早めのお迎えをお願いします。 

  ◇ 保育中に受診が必要な怪我をした場合は緊急連絡先に連絡し、職員と一緒に下記のクリニックへ

受診します。 

 

〔当学童クラブが利用している病院〕 

  ◆ 切り傷など・・・富山市民病院（形成外科）   富山市小泉町北部２－１  ℡ ４２２－１１１２ 

  ◆ 骨折等の怪我・・・愛和整形外科クリニック  富山市堀川小泉１丁目５－５  ℡ ４９１－１８８８ 

  ◆ 歯・口腔の怪我・・長沢歯科医院       富山市堀川町２８０－２  ℡ ４２５－５５７０ 

  ◆ 打撲・捻挫・・・・竹林接骨院        富山市上袋３６２ ℡ ４９１－３６６５ 

  ◆ 皮膚病（虫刺され､火傷）・・・まつい皮ふ科クリニック  富山市大泉本町 2-3-7 ℡ ４２０－１２１４ 

  ◆ 目・・・・・・・・田中眼科医院         富山市上堀７１－１  ℡ ４９３－４１１１ 

  ◆ 耳・鼻・・・・・・十二町耳鼻咽喉科医院    富山市堀川本郷１６０－１７  ℡ ４９１－３３８７ 

  ◆ 頭部の打撲・・・・富山市民病院（脳神経外科） 

 

  ◇ 学童クラブでの怪我の場合は、完治するまでは学童から通院します。 

  ◇ 傷害保険にも加入していただきます。学童クラブでの怪我の場合、保険の書類に必要事項を記入

していただきます。記入口座に通院日数により保険金が振り込まれるシステムになっています。 

 

【登園停止となる感染症について】 

  ◇ 熱や下痢、嘔吐、吐き気、だるいなど、病気・異常がある場合はお休みいただき、その旨をお知ら

せください。 

  ◇ 学校が登校停止となる学校感染症（インフルエンザ、水痘など）と診断された時は、学校の登校停

止期間は学童クラブも利用できません。病名と利用開始の目処をお知らせください。 

  ◇ 学校感染症が治って登園する際、「医師の意見書」が必要な場合があります。職員にお尋ねくださ

い。 

  ◇ 学童クラブで学校感染症が確認された場合は、玄関掲示で症状や潜伏期間などをお知らせしま

す。 

 

【薬について】 

学童クラブでは、原則として薬を預からないことになっています。保育中に薬の服用が必要な場合は、

個別にご相談ください。 

 

【食物アレルギーについて】 

食物アレルギーをお持ちの方は、入園前に必ずご連絡ください。成長発達の大事な時期ですので、医

師の指導のもと、わかば保育園の管理栄養士が除去を行います。 
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◇ かかりつけの医師に「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー）」を記

入してもらい提出していただきます。（１年ごとに提出）。原因食物の除去の必要がなくなった場合

は、「除去解除申請書」を提出していただきます。用紙は学童クラブからお渡しします。 

◇ 除去の内容や所持薬、緊急時の対応については、個別に対応計画を立てます。 

 

◇ 除去する食品によっては、給食の日はお弁当を持参していただく場合があります。 

◇ 体調が悪い時は、体調に合わせてできる範囲で献立を変更します。 

◇ キャンプなど行事の参加については、事前に保護者の方と打ち合わせをさせていただきます。 

 

【学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖中の学童利用について】 

学級閉鎖等は集団感染を防ぐための学校長の判断です。閉鎖期間中は、健康であっても学童クラブを

利用することはできません。 

◇ 閉鎖開始となる日は利用することができます。 

 

【災害時の対応について】 

◇ 保育中に避難が必要な災害が発生した場合、下記の避難場所に避難します。 

   

 

 

◇ 安全な場所に移動後、火災や地震の情報を聞きながら保護者の方に児童を引き渡します。 

◇ 学校の授業中に災害が発生し、学校まで保護者のお迎えが必要になった場合、学童クラブでは

お迎えに行きません（学童の利用はできません）。 

◇ 学校の下校中に災害が発生した場合、学校と連絡を取り合って子ども達の保護に努めます。 

◇ 災害の避難訓練は定期的に行います。年間計画に従って、様々な状況を想定して行います。 

◇ 不審者対応避難訓練は、身の安全を守ることを基本に、非常時に職員の指示ですばやく対応で

きるよう指導します。 

◇ 学校の引き渡し訓練に保護者が参加せず、学童クラブを利用する場合には、必ず学童クラブにも

学校にも連絡をしてください。 

 

【自然災害（台風など）による学校下校時刻の繰り上げ・休校などについて】 

   ◇ 自然災害で学校の下校時刻が早まる場合には、下校後に学童クラブを利用することができます

が、できるだけ早めにお迎えをお願いします。 

   ◇ 自然災害で学校の登校時刻が遅くなる場合、朝から登校時刻までの保育利用はできません。 

◇ 自然災害で学校が休校となる場合、状況によって学童クラブは利用することができます。その時

の災害によって判断させてください。 

 

 

 

  

  第一避難場所  学童クラブ駐車場および園庭 

  第二避難場所  上袋公園（堀川園） ・ 下堀公園（下堀園） 



19 

 

ホームページについて 

   ◇ ホームページアドレスは、http://www.wakabahoikuen.jp です。「わくわくＫＩＤＳ」のコーナーは、わ

かば学童クラブおよびわかば保育園にお子さんをお預けの方専用のページとなっており、開く時

は個人のユーザーＩＤ、パスワードが必要となり、登録が必要です。 

◇ 登録は、入園が決まってから手続きいたします。各家庭パソコン 1台、携帯電話 1台登録すること

ができます。携帯版の「わくわくＫＩＤＳ」のＵＲＬは 

http://www.wakabahoikuen.jp./mobi.htmlです。 

 

 

 

 

 

 

〔わくわくＫＩＤＳの紹介〕 

新着情報・・・・・わかば学童クラブおよびわかば保育園からの「新着情報」が表示されます。 

写真館 ・・・・・・クラス別に写真を掲載し、子ども達の様子をお知らせします。各家庭のパソコンに写真   

のデータをダウンロードすることもできます。 

お知らせ・・・・・・学童クラブからあるいは担任からのお知らせが個人別に届きます。園からの緊急連絡 

もこれで行います。 

お休み連絡・・・メールでお休み連絡ができます。欠席当日は朝９時までに連絡してください。 

先生へ伝言・・・クラス担任あるいは管理者に伝言したいことをメールすることができます。朝９時までに 

メールしていただければ、内容の確認が確実にできますが、日中の場合、確認できな

いこともあります。ご了承ください。 

  保育日誌・・・・・学童クラブの連絡事項がある時は、こちらのページに連絡事項が掲載されます。 

配信のお知らせメールが届きますので確認してください。 

  資料配布・・・・・給食だより・園だより・クラスだよりや遠足のお知らせ等を見ることができます。 

  ダウンロード・・・・「医師の意見書」「土曜保育申込書」「休日保育申込書」「ワクワク KIDS 操作説明書」

をダウンロードできます。 

  利用者情報・・・メールアドレスの変更やログイン名パスワードの変更をご家庭で行うことができます。 

 

 

 〔わかば子育て情報支援センター〕 

   「子育て情報」「イベント情報」「食中毒情報」「不審者情報」「感染症情報」など子育てに必要な情報を

随時配信します。どなたでも登録できますが、ワクワクＫＩＤＳに登録された方は、自動的に登録されま

す。自分のほしい情報を選んで見ることができます。 

 

 

 

 

 

http://www.wakabahoikuen.jp/
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育児相談について 

◇ どんな些細な事でも、気軽にご相談ください。（担当以外でも随時受け付けます。）  

       担当   わかば学童クラブ 代表／わかば保育園 園長   小島 貴子 

 

虐待防止のための措置について 

◇ 児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、富山市児童虐待防止マニュアルを活用し、児童虐

待等の早期発見に努めています。子育てでお困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。 

◇ 虐待防止責任者   わかば保育園副園長  北野 里英子 

 

守秘義務について  （子ども達の情報は外部に漏らしません） 

  ◇ 保護者の名前・職業・電話番号が記入されているものは、発行・掲示しません。また、外部に漏れ

ないように気をつけます。 

  ◇ 保育料・利用料など、個人所得に関する事も絶対に漏らしません。 

  ◇ ホームページ上には、個人名がはっきりとわかるものは載せず、また保護者から顔写真を載せな

いでほしいと依頼があった場合は、載せないように致しますので、申し出てください。 

  ◇ 子どもの身長・体重などを保育室内に掲示しません。 

  ◇ 親族以外の人から、特定の児童に関する情報の問い合わせがあっても応じません。 

  ◇ 児童の迎えに関しては、家族以外の人が迎えに来られた場合はきちんと親権者（保護者）に確認

した上で、引き渡します。電話連絡等がない場合は、お渡しできません。 

 

ご意見ご要望について 

  ◇ ご意見箱について 

保護者の方のご意見やご要望、苦情等何でも受け入れたいと考えており、各学童クラブの玄関に

『ご意見箱』を設置しています。質問や要望に対して、一つ一つ丁寧に答えていきたいと考えていま

す。また、寄せられた意見は今後の学童クラブの発展にもつながると考えていますので、どんどんお

寄せ下さい。 

  ◇ ご意見受付担当者   わかば学童クラブ 保育教諭  ／  河原 圭太 

ご意見解決者      わかば学童クラブ 代表 ／ わかば保育園 園長  小島 貴子 

     第三者委員      わかば福祉会監事  稲田 隆信（℡423-6833） 

                   わかば福祉会監事  亀谷 弘学（℡429-4778） 

  ◇ 直接でもご要望、ご意見をお聞かせ下さい。疑問に思われた事や、要望など担任に直接お話下さ 

い。時間をつくってお話を伺いたいと思います。また、主幹保育教諭・副園長・園長誰でも率直に受

け、対応したいと考えています。 

 

男女共同参画社会について 

  ◇ 「男女共同参画社会」とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的・社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負うべき社会」です。 

  ◇ 男女共同参画社会の理念を考慮し、性差への先入観による固定観念や、役割分業の意識をもた

せるような子どもへのかかわりをしないように十分留意し保育をします。学童期から、男女の人権

が等しく尊重される意識が自然に身につくよう援助します。 
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人権について 

  ◇ 一人ひとりの子ども達の生活習慣や文化の違い、考え方の違いなどがあることを保育者自身が知

る事により、子ども達にも理解できるように努めます。自分と違うところを強調して、ののしったり、

罵倒したりすることがないようにし、仲良しの友達として心から受け入れることができるやさしい気

持ちを育てます。 

  ◇ 障害を持った子どもも、ハンディを克服できるよう援助しながら、学童クラブの一員としてどの子も

自分の意見をはっきり伝えることができるように配慮します。 

 

 

関連する事業について （わかば福祉会が運営している事業） 

  ◇ わかば保育園 富山市堀川町５５ 

  ◇ はりはら保育園 富山市針原中町８４７－１ 

  ◇ しんでん保育園 富山市八尾町新田２３６－２ 

  ◇ 石金こども園 富山市石金三丁目 2-37 

  ◇ わかばにこにこ園 富山市堀川町４５５ 

  ◇ きぼう保育園 富山市中野新町１－２－１０ 

  ◇ わかば学童クラブ（堀川園、下堀園、はりはら園） 

  ◇ わかば子育て支援センター「にこにこ広場」（わかばにこにこ園 3階どんぐり組） 

月～金曜日の 9：00～16：00の間地域の子育て親子に開放しどなたでも遊びに来ることができます。

親子サークルも行っています。ホームページから支援センターの行事予定が確認できます。 
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提出物について 

 

提出書類 提出締切 

【個人票】 

ご家族状況や健康状態などを、もれなく記入してください。 

個人面談日 

【利用届】 

基本的な利用と保育料の形態を記入してください。今後、変更がある場

合には再提出してください。 

【わくわく KIDS登録用紙】 

わかば保育園ホームページ内のわくわくKIDSの登録をします。メールの

配信もこちらのメールアドレスに送信されますので、必ず提出してください。 

【春休みの出席表】 

給食準備の関係もありますので、締切までに必ず提出してください。 

【預金口座振替依頼書】 

 銀行印（２枚）などご確認ください。不備があると引き落としできません。 

【土曜保育 申込み用紙】 

【休日保育 申請書】 【休日保育申込用紙】 

４月の土曜保育や休

日保育の利用がある

方は、３月２５日まで 

 

 

提供品 提出締切 

【箱ティッシュ】 １箱 

初登園日 

【アイラップ】 １箱 

【富山地区指定ゴミ袋４５リットル】 １パック 

【雑巾】 ２枚 

【タオル】１枚  ※フェイスタオル（長細いもの）で構いません 

提供品は、年度ごとに皆さまに提出していただいています。ご協力をお願いします。 

 

 

登園初日について 

  ◇登園初日の朝は、時間にゆとりを持って登園してください。 

  ◇持ち物 

 
    初登園が下校後の場合、着替え袋や提供品は登園前日までに持ってきてください。 

着替え袋・提供品の他、登園時の持ち物（ハンカチ・ティッシュや勉強道具など） 


