説明会のご案内
下記以外でも関心をお持ちの際は
いつでもお問合せください。

◆入学説明会
日時：1月下旬～2月
南舞岡小学校、日限山小学校の入学説明会で学童
の説明をする時間を頂いています

◆新入所説明会
保護者の声

日時：2月中旬

◆施設見学
施設見学は随時受け付けています
前日までに電話にて申し込みください

保育園の時の様に日常使う連絡帳はなくなり、入学後、
小学校の様子が一気にわからなくなりました。そんな中、
支援員の方との日々コミュニケーションや、個別面談、
保護者会でのフィードバックを通して、個人だけでなく
全体の様子がわかり、非常に助かっています。
また、保育参加やイベントにも一緒に参加できるので、
実際に子供の様子をみることもできます。子供と過ごす
時間が短い分、イベントなどで一緒に楽しめたらと思っ
ています。
１年生 母
「学童が楽しい！」と言って、子供が毎日過ごしている
ことが、親にとって一番の安心です。
１年生 父

卒所生の声
・他の学年と関われたことがとてもよかったです。キャ
ンプやスキー、夏休み、楽しかった経験をいろいろでき
ました！学校のことよりよく覚えています。

６年生になっても学童に行くことが楽しそうで、魅力が
ある場所だと思っています。家だとゲームばかりですが、
学童だとゲームなしでも友達と関わりながら楽しんでい
るようで安心して預けられます。
お弁当サポートも本当にありがたいです。
６年生 母

気になったら
体験入所を！

働く保護者を応援します
✔
✔
✔
✔
✔

・キャンプやスキーの各学年でやるべき役割を経験する
ことにより、「周りをよく見て、自分が今、どう行動す
れば良いか」考えるようになりました。

✔

・杉の子では、いつもお友達と何か楽しいことを探し出
そうとしていた気がします。どんなことに対しても工夫
し考え出す力のベースが杉の子でできたのではないかと
思います。

✔

✔
✔

19:30までの延長保育
美味しいお弁当や地域のパン屋での昼食を注文できます！
手作りおやつも提供 フルーツポンチ、サンドウィッチ、うどん、パフェなど
毎日宿題をやる時間がしっかりあります
毎日公園でたくさん体を動かせます（雨の日除く）
習い事への送り出し、習い事終了後の登所もOK
３～９月まで１８時までひとり帰りがOK（お迎え必須ではありません）
日々の登所確認と確認できない場合の保護者への連絡
長期休み・休校日にお出かけやイベントなどで飽きない工夫

保育時間
コラム

子どもたちは、ゲームなどの普及により、「自分で考え工夫すること」や、
「不確実な状況に対応する」力を養う『自由遊び』の経験が少なくなっています。
このような力は、変化が速く先が見通せない現代を生きていくための大切な力と言われています。
杉の子クラブでは、ゲーム持参は禁止です。たくさんのお友達と新しい遊びを考え出したり、一人でじっくりと
カードづくりや工作をすることもできる自由遊びの時間が毎日あります。また、仲の良いお友達とのけんかも人
間関係を学ぶための大切な経験となっています。
杉の子の子どもたちは、毎日、自由遊びを通して、家で一人ではできないたくさんの貴重な経験をしています。
お子さんにこのような経験を一緒にさせてあげませんか。

対象児童
通常保育

延長保育※1

月～金曜日

下校～19:00

19:00～19:30

土曜日

8:30～19:00

なし

学校休校日※2

8:00～19:00

19:00～19:30

自分のお子さんにどのような経験をしてほしいですか？

子どもがインターネットやゲームばかりやることや、入学後、そうなるのではないかと不安を感じませんか？

100円/日（おやつ代）
最大５日間
（長期休み除く）

・

※2 春休み、夏休み、学校行事による振替休日、開港記念日、
台風･大雪による臨時休校等

保育料
10,000円

◆保育料※

18,000円/月

◆保険料

3,000円/年

日限山学童保育

２０２０．３
移転

日限山
小学校

庭、その他昼間保護者が家庭にい
ない児童
◆南舞岡小学校、日限山小学校に

南舞岡
小学校

(※その他小学校もご相

談ください)

◆小学校1～6年生

(※特別な配慮が必

要な児童についてもご相談ください)

◆施設利用料 (入所時のみ)
※きょうだい割引、減免措置有り

◆共働き(パート可)、母子･父子家

通っている児童

※1 事前申込が必要です (追加料金有り)

アクセス

※ 20２０年４月現在
在籍者 ２０名

●
舞岡
生協

南舞岡小学校から徒歩7分
日限山小学校から徒歩５分

・令和元年新築のきれいで耐震性に優れた建物
・生協横の立地でお迎え時にお買い物もできて便利

杉の子クラブ

〒244-0814 横浜市戸塚区南舞岡２-1７-６
電話・FAX ： 045-821-0799
E-Mail ： suginokoclub1973@gmail.com
ホームページ ： http://suginiko.bakufu.org/

Q&A

杉の子クラブの放課後
14:00

ただいまー！

15:30

みんなでおやつ
（手作りや、自分で
楽しく選べる日も）

16:00

17:30

自由遊び

さを
地の良
立
う
す。
とい
ぐ近く よ く遊べ ま
す
の
元気
公園
て毎日
生かし

このほかに、
誕生日会、高学
年会議、防災教
育・訓練なども
あります！

卒所式
楽しかった学童も卒所
みんなで送ります。

１月

入所式

書初め
コマ作り・
コマ回し大会

６月
低学年イベント(１～３年生)

12月

・大人に見守られながら、
自分たちでワクワクカレーづくり
・舞岡公園へのホタル観賞
・レクリエーション
・カレーを食べて解散

年

間

休校日はお弁当が必要ですか？
夏休みなど毎日だと大変です…

A.

休校日や給食のない日はお弁当が必要ですが、
お弁当作りの負担を軽減する取組をしています。
(支援員による手作り昼食、児童による調理イベント、
その他給食サービスや近隣のパン屋さん利用など)

Q.

宿題をやる時間はありますか？

A.

17:30から宿題・静かな時間を設けており、
多くの児童はこの時間に宿題を済ませます。

Q.

台風などで学校が休校になった場合も預かって
もらえますか？

A.

はい。8:00から開所しますので、ご安心ください。
学級閉鎖中のクラスでも元気な子は、別室で支援
員が見守る中過ごせます。保健室もあります。

Q.

お迎えは必要ですか？

A.

保護者によるお迎えが原則ですが、事前に申請の
上、ひとり帰りすることもできます。ひとり帰りは児
童の安全のため、3月～9月は午後6時まで、10
月～2月は午後4時45分までとしています。

３月

４月

公園にも
よく行きます

静かな時間
（宿題などをやります）

閉所

休校日
地区センターに行ったり、映
画鑑賞したり、舞岡公園に
行ったりするなど楽しめる
工夫をしています♪

18:00 お迎え または 一人帰り
（夏季は18:00まで。冬季は16:45まで）
19:30

随時

Q.

行

事

クリスマス会
望年会
Q. 支援員はなにをする人？

９月

A.

保育スタッフですが、見守るだけではなく、高学
年から低学年までの子どもと一緒に遊ぶことで
学びにつながっています。、また、子どもが安心
して放課後を過ごせるようサポートし、環境を整
える役割も担っています。

Q.

父母の負担が心配ですが

A.

保護者運営のため、一定の負担はありますが、皆
で助け合いながらですので、一人だけ大変という
ことにはなりません。また、保護者主体だから、必
要なサービスの検討が自主的にできたり、他学年
含むほかの保護者と仲良くなり情報交換できるな
どメリットもあります。

高学年遠足(４～６年生)
みんなで行く場所を決め
て遊園地、ボーリングな
ど楽しみます �

・貸切バスでワイワイ
（バス内は子供たちが喜ぶレクリエーション！）
・１年から６年まで混合の班にわかれて行動。
ごはんも班ごとに工夫を凝らしてこどもたちが作ります
・火起こしから基本は子どもたちの力だけでやります
・ますつかみ、川遊び、花火、キャンプファイアー、
ナイトハイクなど多人数ならではのダイナミック
な遊び
・キャンプファイアー時の男女別班の出し物
が最大の盛り上がり

８月
夏休み
・映画鑑賞・遠足・調
理イベント・プール・
工作・体験学習 など
行事もたくさん！

賞
映画鑑

実際に「参加することで子育てなど親が学ぶこと
が多くあった」「月１回の保護者会で他の親と子ど
もについて話すことが心の支えになった」「同じ地
域で同じように働きながら子育てをする多くの
方々と知り合えたことが非常にありがたかった」と
の声があります。

