
お子様がクラブで過ごすにあたり、必要なことが書かれています。

一読いただきご家庭で保管、必要な際は確認をお願いします。

２０２２年度(令和４年度)

かるがも学童クラブ



かるがも学童クラブ
所在地 〒３５５－００６４

埼玉県東松山市大字毛塚字栗崎７５６－１

電話番号 ０４９３－８１－７９２２

(fax ０４９３－８１－７９２０)
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駐車場の案内

施設平面図
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(保健室)

の通行帯で駐車場までお越しください

施設前の道路は駐停車禁止です。

おたより棚
学童からのお便りや配布物は、施設内の「お便り棚」を使用しお渡しします。
お子様のお迎え時には毎回確認し、配布物がありましたら持ち帰り内容をご一読ください。
※配布物の中には期限付きのお便りも発行されます。お迎えが普段とは違う方になる場合
も、必ず持ち帰れるようにしてください。また、イベントの参加票といった記入して提出
していただくものもあります。その際には、お子様に渡すのではなく職員に渡してくださ
い。

保育室WEST
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在室児童

令和3年

12月1日

令和4年度

書類配布

令和3年

12月23日

提出締め切り

令和4年

1月18日

決定書配布

在室児童の

兄弟・姉妹

令和3年

12月1日

令和4年度

書類配布

令和3年

12月23日

提出締め切り

令和4年

1月18日

決定書配布

新規入室

児童

令和3年

12月1日から

令和4年度保育案内

配布開始

令和３年

12月5日など

施設見学

児童のいない時間に

令和３年

１月29日

10：00～

新規入室受付

申込の流れ

・入室や在室継続等、申請の際は、決められた書類を期日までにすべて提出してください。
※書類の提出が遅れる場合は、必ず事前に連絡してください。

・家庭に転居、勤務先の変更などありましたら、速やかにクラブへ届け出てください。
その際、間違えや伝達ミスを防ぐため、口頭ではなくメモか連絡ノートにご記入ください。

・書類内の「緊急連絡先一覧表」と裏面の「児童個人調査票」はもれなくご記入ください。
・お子様の成長または発達についてご心配な点がございましたら「児童個人調査票」に

ご記入ください。
またご記入頂いた内容につきましては、保育の目的以外には使用しません。

・アレルギーがある場合には必ず「児童個人調査票」にご記入ください。
※食物アレルギーで既に除去解除となった食品についても念のためご記入ください。

・就労証明書は年に１度、申請の際に毎年提出していただきます。

土曜保育 各申請用紙にて 10日前(前週の水曜まで)

休室・退室 各申請用紙にて 15日前まで

クラブでは1年間を通したスケジュールを計画しています。
特別な事情がない限り、退室をお考えの方は年度末での退室をお願いします。

その他申込について ※申請用紙が必要な際は前もって職員に申し出てください。

※日程においては後日
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開室日と保育時間

月～金(学校がある日) 下校時～19：00

土曜日 ※希望性・別料金 ７：3０～19：00

学校休業日(長期休業、振替休日、県民の日)
※夏季休業期間は保育料の増額があります。

７：３０～19：00

休業日 (日曜日・祝日)

その他の休室につきましては下記の表をご覧ください。

夏休み ８月１１日(木)～８月１７日(水)

年末年始 １２月２９日(木)～１月４日(水)

春休み ３月３１日(金)

・保育日に関しては別紙年間スケジュールをご確認ください。
・平日のイベント日(クラブ外への遠足)は閉室時間１９:００ですがお早めにお迎えのご協力を

お願いします。
・台風などの災害で学校が臨時休校する場合、午前７:３０から開室いたします。しかし、重大な

災害や感染症等が発生した場合、臨時で休室する場合があります。その際は前日までに休室が
判断できる場合にはクラブインフォメールで通知いたします。
(警戒レベル３となった場合。クラブでの保育は不可能です)
雪や台風などで前日の判断が難しい場合は当日の午前６:３０までにHP上でお知らせします。

※台風等の災害で学校が遅れて始業する場合、学校が始業するまでの開室はいたしません。

・別紙年間スケジュールカレンダーをご確認ください。
・学校(学級学年)がインフルエンザの流行等で閉鎖の場合は感染していなくても登室できません。
※しかし、同じくインフルエンザの流行等で、学校に登校後に臨時で閉鎖となり、早退となった

学年・学級のお子様に関しましては、クラブで隔離して、一時的にお預かりしますが、早めの
お迎えをお願いします。

・災害などにより臨時に休室する場合があります。

《参考例》
２０２０年の新型コロナウィルス感染症での
学校休校の際には、学童も臨時休室となりました。
また、市からの要請により、「特例的保育」という
形で開室し、一部の児童をお預かりしました。
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・基本保育料とおやつ代を合わせた保育料等の納入は「口座振替」でお願いします
入室時に口座振替申込書をお渡しします。※郵便局・銀行・信用金庫で手続き可能です。

※保育料等の振替口座を変更する場合は、再度口座振替申込書に記入していただきます。
(手続上、実際に新しい口座から引き落としが開始するのに2ヶ月ほど時間を要します。)

・振替日は毎月27日となります。(金融機関が休業の場合は翌営業日になります。)
※振替日はスケジュールカレンダーをご覧ください。

・指定口座より保育料等の引き落としが出来なかった場合、クラブにて封筒をお渡しします。
封筒を受け取りましたら速やかに納入をお願いします。

・休室する場合においても保育料等は納入いただきます。
・年度途中で退室となった場合、退室月翌月の保育料等の返金は手数料を差し引いた額を

口座に振り込みさせていただきます

保育料等金額

基本保育料(月次徴収) おやつ代 保育料等総額

全学年共通 10,000円

2,000円

12000円

夏休み期間保育料
７月・８月合わせて

10,000円増額

10,000円+10,000円
＝20,000円

22,000円

土曜保育(日額) 3,000円(おやつ代含む)

・夏休みは１日保育となる為、基本保育料が変わります。
※保育料等は口座振替となるため、夏休み期間の増額分は別途封筒にて指定の集金日に

徴収します。
(１人あたり７月・８月合わせて10,000円)各種割引適用不可

※夏休み期間増額分集金日・・・６月のおたよりにて詳細をお知らせします。
・土曜保育は希望制です。申し込みは１０日前(前週の水曜)までに「土曜保育申込書」を

記入して保育料と一緒に申請してください。
※申込書が必要な場合は職員に申し出てください。

・イベントの際は費用を別途徴収する場合があります。

下記の場合、基本保育料が減額となります。
※夏休み期間増額分、土曜保育料は対象となりません

・兄弟姉妹で入室→２割減額
・ひとり親家庭→２割減額
・世帯主が非課税対象の方→5割減額
「児童家庭調査票」に記入し、申込書類と一緒に令和３年度の『非課税証明書』

を提出してください
・生活保護対象の方→全額
「児童家庭調査票」に記入し、申込書類と一緒に『生活保護受給者証』のコピーを提出

してください。

各種割引について
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クラブでは毎日おやつの時間があります。
おやつは補食の考えに基づいて、専任の調理担当が献立を決め、準備します。

また、おやつの時間はクラブに帰ってからの生活の流れの一部とし、クラブの仲間と一緒に食べ
る事で、食事のマナーやルールを学ぶ場と考えております。

上記の方針のもと決めさせていただきましたのでご理解いただきますようお願い申し上げます。

・おやつ代は基本保育料と一緒に『口座振替』となります。
・おやつ代は月額1人2,000円とし、登室日数や休室によっての返金・返品は致しかねます。
・各種割引は保育料に対して適用となりますのでおやつ代は割引対象外となります。
・毎月おやつのメニュー表を配布しています。

原則アレルギー以外の好き嫌い等でのメニュー変更は致しかねます。
※アレルギーで食品の除去等が必要な場合は「アレルゲン食品除去等申請書」の提出を

お願いします。
・原則、おやつの持ち込みや、おやつが不要でおやつ代無しの要望はお受けできません。

～毎月のおやつのメニュー表は前月の２５日頃配布となります～
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かるがも学童クラブ 0493-81-7922
学童携帯 090-2469-8064

連絡内容 連絡方法 期限

欠席
遅刻・早退

①かるがもの電話
または学童携帯

②クラブの連絡帳
③連絡シートに記入

わかり次第
(なるべく前日までに)

欠席の連絡は必ずください。

土曜保育 各種申請用紙にて １０日前(前週の水曜)まで

休室・退室 各種申請用紙にて 15日前まで

クラブでは1年間を通したスケジュールを計画しています
特別な事情がない限り、退室は年度末でお願いします。

クラブへの連絡

かるがも連絡ノート
保護者様との連絡ツールの１つとして「連絡ノート」を使用しています。
入室後受け取りましたら毎日持たせてください。
〈使用方法〉
①ノートに連絡事項を記入しましたら、登室後、職員に渡すようにお子様に伝えてください。
②記入していただいた連絡事項を職員が確認しましたら、玄関のおたより棚にて返却します。
※お迎えの際、棚に連絡ノートが入っていない場合、内容を確認できていない場合がありま
すので、職員にお伝えください。

・基本的には保育日の１０:００～１９:００の間は職員が常駐しています。
職員が不在時は留守電に設定しています。その際はメッセージを残してください。
「お子様のお名前(フルネーム)・用件(欠席等)・理由」を明確にお願いします。

特に風邪や感染症での欠席の場合、欠席理由を必ず伝えてください。
・習い事等で決まった曜日に欠席となる場合でも、何かあればご連絡お願いします。
・土曜日は登室の児童がいない場合と児童の登室時間外は職員不在(留守番電話)となります。
・欠席連絡はお迎えや受け入れ等の都合上、原則当日の朝までにお願いします。

(学校の早退等急な場合はお早めにご連絡をお願いします。)
・お迎えが１６:００より前になる場合は早退となりますので事前に連絡をお願いします。
・やむをえずお迎え時間が１９:００を過ぎる場合は保育時間内に電話連絡をして下さい。

学校等への連絡
・担任に当クラブへ入室していることを必ず連絡してください。
・通学班の班長へも連絡をお願いします。
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学校からクラブまでは決められた下校通路で帰ってきます。
保護者の方も必ず一度はお子様と一緒に歩いていただき、交通ルールや歩く時のマナーを
お子様に伝え、下校通路の危険個所を確認してください。

学童への登室(下校)

・１年生は、1学期終業日まで職員が学校まで迎えに行きます。
※お迎え期間終了後は、下校班で下校(登室)となります。

・２年生以上は下校班で登室)となります。
学校からの下校時、次の事項を守るように学校と学童の両面で指導していきます。

①登校時、順路を決めて守る ②交通ルールを守り、安全に登室する

・学童で朝からお子様をお預かりする日、また親子下校と学校から指定のある日は保護者様
が学童の玄関まで送ってください。※児童のみの登室はできません。

学童からの降室(お迎え)
・原則として保護者様にお迎えをお願いいたします。

※朝夕、登降室の際は、かるがも学童クラブ専用駐車場を利用してください。混み合う
時間帯もありますが、譲り合って止めて頂けたらと思います。また駐車場内で起きた
トラブルにつきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

・保護者の方以外がお迎えに来る場合は事前にご連絡をお願いします。
※ご連絡いただいていない場合、安全上お子様をお渡ししかねる時があります。

・現在稼働中の習い事送迎バスに伴うバス停への送迎以外、習い事等の送迎はできません。

ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターに委託しての送迎も可能です。
ご利用の際にはまず、『東松山市ファミリーサポートセンター』に問合せて下さい。
手続き後、担当者(協力会員)が決まりましたら、必ず保護者様よりクラブへ事前に連絡をお
願いします。
※ファミリーサポートセンターから当クラブへ連絡があった場合でも、保護者様から連絡が

ない限りはお子様をお受け(お渡し)できません。また、担当者(協力会員)が変更になる場合

も必ずご連絡ください。 東松山市ファミリーサポートセンター 0493-21-7125

小学校からの緊急引き渡し訓練
学校に提出する災害時の引取者を記入するカード等(災害時引き渡しカード)に引取者として

クラブの名前や職員名を記入することはできません。
また小学校にて災害時を予測しての『引き渡し訓練』がありますが、その際に、職員が保護

者に代わってお迎え(引取り)に行くことはできません
※引き渡し訓練の際は引取り後、保護者様がクラブにお子様を送って来ての登室は可能です。
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持ち物 どんな小さな物でも必ず記名をお願いします。
基本的に学校に持っていてはいけない物は学童に持ち込まないと子ども達と約束しています。
無くしたり壊れたりして困るものは持たせないでください

毎日持ってくるもの かるがも連絡ノート
ランドセル(リュック)
に入れてください

振替休業日・県民の日
土曜保育・希望保育

お弁当
水筒

長期休業以外、給食はありません
お弁当・水筒をお持ちください

長期休業 お弁当・帽子・水筒・学習に必要なもの

クラブに置くもの 置き着替え(記入した巾着に入れてください)

・必要のないものは、子ども同士のトラブルの元になるため持たせないでください

英語
クラブでは英語の時間があります。宿題は英語の時間前後に取り組めるようにしますが、
終わらない場合もあります。下記の時間を予定しております、お迎えの時間等ご配慮ください。

English Island(英語の島)…毎週火曜日 16:00～16:30…１年生 16：30～17：00…2年生
(講師：英語通訳有資格者) 17:00～17:30…3年生

毎週木曜日 16:30～17：00…４年生

学校で発生した場合 学校の指示に従ってください

クラブで発生した場合

集中豪雨 クラブ内で児童を預かり保護者に直接引き渡し
ます。クラブ内での保育が不可能な場合、
「若葉の丘」を経由し、髙坂小へ避難する
場合もあります。台風

大地震
クラブ内での保育が不可能な場合、髙坂小へ
避難する場合もあります。
その後、保護者へ直接引渡しします。

緊急地震速報等 クラブ内で預かり、保護者へ直接引き渡します。

火災 状況に応じて適切な処置を取ります。

非常時(災害発生)について 警戒レベル３での保育は不可能となります。

給食
長期休業の際はクラブで昼食が必要な場合、基本的にお弁当をご用意していただきます。
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クラブは多学年の児童が一緒に生活をする場です。
お子様によって様々な特性があり、時には子ども同士でトラブルになりこともあります。
どの保護者の方ともお迎えの時は勿論、随時面談の機会を作り、お子様の成長やクラブでの

様子、またご家庭での様子をお聞きし、保護者様と職員が連携して児童の成長に協力していき
たいと考えております。

障害のあるお子様についても同様に面談を重ね、その子の特性を把握し、個々の児童にあっ
た、そして集団生活に沿った保育をしていきたいと考えております。

・成長や発達についてご心配な点がございましたら「児童個人調査票」にご記入ください。
また、ご記入頂いた内容につきましては、保育の目的以外には使用しません。

・医療機関で薬を処方されている場合はお知らせください。
・基本的には集団生活の場で一緒に過ごすのが目標です。

しかし、その時のお子様の様子によって、集団での保育が不可能な場合、別対応で保育と
なる場面もございます。その際は児童の安全を第一にお預かりすることとします。
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クラブの職員または児童が新型コロナウィルスに感染した場合、以下の対応となります。

①児童が新型コロナウィルスに感染またはは、濃厚接触者に特定・PCR検査を受診した際は
必ずクラブか学童携帯へのご連絡していただきます。

②かるがも学童クラブ内で陽性者が出たら、職員または児童の全員が濃厚接触者となります。
その為、PCR検査を受診することになります。

③検査結果やクラスターの有無、施設消毒作業等の状況によりますが、最大２週間ほど休室
の措置をとる場合があります。

以上令和3年11月現在の情報となります。
その都度、保健所と東松山市役所保育課と協議をしながらの対応となります。

最新の情報は東松山市役所HPをご覧ください。

利用の終了に関する事項

以下の場合には保育の提供を終了し退室していただく場合がございます。

①児童が当クラブの方針に著しくそぐわない、または生活に対応できず保護者との面談を
重ねても改善が見られないとき

②期限までに必要な書類が提出されないとき
③保育料を３カ月以上滞納したとき
④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とき
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学童クラブは学校と同じく、多くの子どもたちが一緒に生活をする場です。お子様が感染症
にかかった場合、本人の休養と他の児童への蔓延・流行を防ぐため、欠席となります。

万一、お子様が感染症と診断された場合には、医師の指示に従ってください。
なお、クラブには医師の診断がありましたら速やかにご連絡をお願いします。

感染症名 登室のめあす

麻疹(はしか) 解熱後3日を過ぎてから

インフルエンザ 発症して5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

風疹 発疹が消えてから

水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化してから

流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現して5日を経過するまで。
かつ全身状態が良好になるまで

結核 医師により感染の恐れがないと認められるまで

咽頭結膜炎 主な症状が消え2日経過してから

流行性角結膜炎 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから

百日咳
特有の咳が消失するまで。
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで

腸管出血性大腸菌感染症
(0157、026、0111)

症状が治まりかつ、抗菌薬による治療が終了。その後４８時間を
あけて、連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認できるまで

溶連菌感染症 医師により感染の恐れがないと認められるまで

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が収まっている

手足口病
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、
普通の食事がとれるまで

伝染性紅斑(リンゴ病) 全身状態がいいこと

ウィルス性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウィルス)

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普通の食事が取れること

ＲＳウィルス感染症 呼吸器症状が消失して、全身状態がいいこと

ヘルパンギーナ 解熱後、全身状態がいいこと

上記の感染症は一部です。感染の可能性がある場合には、お早めに医療機関で受診し、感染
の恐れがなくなってから登室を開始してください。
※治癒証明書は要りません。
※いずれの場合も、お子様の全身状態が良好な事を確認して登室を開始させてください。

クラブには医療を専門とした職員はいません。

流行しやすい感染症一覧
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