
ご利用のしおり（全学年、必ずお読みください。） 

令和 2年 3月 

一般社団法人 とみくま児童クラブ 

代表理事・施設長 馬場義久 

当クラブをご利用いただき、ありがとうございます。 

ご利用に際し、保護者のみなさまにお願いしたいことを以下に記

していきますので、他のページと照らし合わせながら、しっかり目

を通してください。 

長い文章ですが、大切な子どもさんをお預かりする上で施設とし

てお願いしたいことを記してあります。 

紙での配布をご希望のご家庭はお知らせください。 

また以下の内容の変更を含め、ホームページ更新時には LINEにて

ご連絡差し上げます。 

当施設は大規模化が進み、保護者のみなさまが集まっていただく

場所と日時の調整の難しさの理由から、保護者会にあたる組織はご

ざいません。年に不定期で、「保護者懇談会」を開催しますので、任

意でご参加ください。 

 令和 2年度の基本的なお預かりの建屋は、第 1（富隈小プール横）

が 1・2 年生、第 2（富隈小学校 C 棟裏）が 3 年生、第 3（富隈小学

校体育館北側）が 4・5・6 年生となり、平日の 17 時 45 分前後から

は全学年第 1での合同のお預かりとなります。 

また土曜日は基本的には全学年、最初から最後まで第１の預かり

です。よろしくお願いいたします。次ページへ続きます。 



 

【1】営業時間について 

月曜日から金曜日：7時 30分～19時（土曜日：18時まで。長期

休みの土曜日は 17 時です。詳しくはホームページをご覧くださ

い。） 

※土曜日・長期休み時も、7時 30分以前のご利用はできません。 

 

【2】昼食について（土曜日・長期休み時） 

手づくり・市販のものどちらでもかまいませんので、必ず持たせ

てください。 

 

【3】服装について（土曜日・長期休み） 

土曜日・長期休みは、動きやすい服装（なるべくズボンでお願い

します。スカートは禁止ではありませんが、特に薄手のものは物

や人に引っかかったときに破れてしまうことがあります。）はき

なれた運動靴（屋外活動での転倒予防のため）・帽子・リュックで

の登所をお願いします。 

 

学校がある日は、制服から私服の着替えをお願いしています。前

日のお迎え時に着替えをクラブに置いていただくと大変助かり

ます。 

次ページへ続きます。 



 

 

【4】 準備していただく物（長期休み） 

① 勉強道具 

  全学年、9時から 10時までは勉強の時間とします。5・6年生

は午後からも勉強の時間を設けます。（3・4年生は希望者のみ午

後からも勉強時間を設けます。休みの宿題を中心に、勉強できる

教材を持たせて下さい。どんな勉強をするのか、子どもさんと話

しておいてください。クラブでも勉強の状況を確認しますが、ご

家庭でのチェックをお願いいたします。休みの前半に「まだ時間

がある」と余裕を構えずに、なるべく前倒しで終わらせるように

しましょう。 

次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② タオル・着替え・帽子 

特に夏休みは冷房を最大限に稼働させても、児童クラブの

建物内の室温が高くなることあります。健康・衛生の為に

も、着替え（下着を含む）・汗ふきタオルは毎日持たせて下

さい。お手ふきタオルも必ず持たせてください。また、熱

中症予防の為に帽子は必ず持たせて下さい。また、食中

毒・熱中症予防のために、室温が高くなる日は冷房をかな

り強めにかけますので、寒がる子どもさんには、上着、タ

オルケットなどを持たせていただくよう、よろしくお願い

いたします。 

 

③ 水筒（長期休み・暑い日など） 

  児童クラブでも子どもたち用の麦茶をたくさん作りますが、特

に長期休みはそれでも足りない場合がございます。 

  毎日、必ずお茶・水を子どもさんが必要な分量で水筒を持た

せて下さい。 

次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 



④ バスタオル・上着（長期休み） 

② でもお願いしましたが、特に夏休みはくつろぎ（お昼寝）タ

イムがあります。汗をかいた体に扇風機・冷房の風があたり

ますので、お腹を冷やすことになります。冷え防止にバスタ

オル・上着を準備して下さい。 

 

⑤ 歯ブラシ（土曜日・長期休み時） 

コップについてはクラブで紙コップをご用意しますが、必

要に応じてプラスチックコップをご用意ください。 

  

⑥ 画用紙・クレヨン・色エンピツ・のり・はさみ・セロテープ・

折り紙など（各自の道具箱に入れて、ロッカーに置いて下さ

い。） 

  

⑦ 虫よけスプレーが必要な子どもさんは各自準備して必ずク

ラブに預けて下さい。（子どもたちがふざけて遊ぶのを防ぐ

ためです。） 

次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 



 

【5】各自の遊具などの持込について、クラブへの持込は原則禁止し

ます。多人数が過ごすクラブでは破損や紛失のおそれが高くな

ります。（４の⑥の物品に関しては、必要に応じてご用意ください。） 

ただし、大変申し訳ありませんが⑥の物品の破損や紛失に関し

てクラブ側で責任を負うことが出来ませんので、行事や活動に

必要な物以外は持たせないよう、よろしくお願い致します。 

 

 

【6】 持ち物全てに名前を書いて下さい。紛失・破損のもとになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

【7】 歯の矯正をしている場合には必ず LINE で詳しくお知らせくだ

さい。食べてはいけない食品の把握と、矯正を紛失した場合の

保険がございません。 

 

【8】こどもケータイを持たせているご家庭は、紛失・破損等を防ぐ

ため、職員に必ずお知らせください。また、持参した電話機な

どについているゲーム機能については、クラブ内で使うこと

のないように、ご家庭でもご指導ください。あくまで通信・安

全管理の目的での使用といたしますので、ご了承ください。 

次ページへ続きます。 

 



 

【9】出欠について 

   出欠表の急なご変更の場合には、必ずご連絡下さい。 

とみくま児童クラブ（第 1）43‐8513（電話・ＬＩＮＥ） 

（第 2）42‐8155（電話のみ） 

（第 3）50‐2609（電話のみ） 

開所時間以外は留守番電話につながります。 

また、機器の関係で LINE電話はできませんので、ご了承く

ださい。 

その他ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく職員にお尋ねくだ

さい。次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徒歩での帰宅に関するガイドライン 

令和 2年 3月 

一般社団法人 とみくま児童クラブ 

代表理事・施設長 馬場義久 

 

新年度から、お迎え無しでの徒歩での帰宅を一定程度できるようにいたします。保護者の

みなさまの利便性にお応えするためですが、子どもたちの安全と、職員と保護者のみなさま

の円滑なコミュニケーションづくりのため、あくまでできる範囲でお迎えをお願いしたい

と思っております。 

 

2020年 3月まで 

①児童クラブから習い事先に送り出し後、習い事先に直接お迎え、または徒歩での帰宅 

②お迎えの方が急病などの事情でご家族・ご友人のどなたもお迎えに来れない 

③交通事情などでお迎えが大幅に閉所時間を超える日 

 

2020年 4月からは、上記の理由に加えて、以下の表の通りといたします。 

また、歩いて帰る道中の事故等につきましては、当クラブまたは職員個人での法的責任は負

えませんので、ご了承ください。 

 1・2年生 3・4・5年生 6年生 

平日（通常） 必ずお迎え 必ずお迎え 

お迎えが難しい場合は、

LINEで前日までに連絡。17

時 35 分までに児童クラブ

を出発 

土曜日（通常） 必ずお迎え 

お迎えが難しい場合は、

LINEで前日までに連絡。16

時 30分までに児童クラブ

を出発 

お迎えが難しい場合は、

LINEで前日までに連絡。16

時 30 分までに児童クラブ

を出発 

平日（長期休み） 
19 時までのお迎えが難しい場合は、LINE で前日までに連絡。16 時 30 分ま

でに児童クラブを出発 

土曜日（長期休み） 
17 時までのお迎えが難しい場合は、LINE で前日までに連絡。16 時 30 分ま

でに児童クラブを出発 

兄弟姉妹組 

特別な家庭のご事情 個別に代表にご相談ください。 

 

次ページへ続きます。 

 

 

 

 



 

ご利用のみなさまのご安心のために 

 

令和 2年 3月 

一般社団法人 とみくま児童クラブ 

代表理事・施設長 馬場義久 

預かり時間内で当施設で行っているサービスを以下に記載しておき

ます。業務の効率化もできるだけ進めていきたいと思います。 

 

1年生の下校時の集団下校（職員が学校にお迎えに伺います。） 

習い事の送り出し（申し訳ありませんが付き添いは行っておりませ

ん。） 

LINE による出欠の変更・確認・質問（閉所時や職員の状況で返信が

できない場合もございます。特にお急ぎのご用事で既読がつかない

場合はお電話もください。） 

アレルギー・基礎疾患などを持つ子どもさんへのおやつ提供時の個

別対応 

※セコムさんと AED・セキュリティーサービス契約 

※ホームページ管理・更新 

※各種保険完備（東京海上日動さんの「総合保険」に加入していま

す。）※に関しては特に私自身が相当こだわりました。 

次ページへ続きます。 

 

 



※お迎えの際には、防犯・確実な送り出しのために、職員に子どもさ

んのお名前をお伝えください。その際、クラブ内に入っていただき、

子どもさんの忘れ物が無いよう、それぞれのご家庭で確認してくだ

さい。次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お預かりにあたって 

令和 2年 3月 

一般社団法人 とみくま児童クラブ 

代表理事・施設長 馬場義久 

 令和 2 年 4 月 1 日現在、とみくま児童クラブは 105 名の子どもさ

んをお預かりいたします。近年の預かり需要の急激な増加で、建屋が

3か所になり、職員数も有資格者を含めて建屋ごとに国が定める最低

基準を守らなければなりません。（資格取得の基準がとても複雑なの

でここには書きませんが、児童クラブで働くための資格を持ってい

る職員が一定数いなければ、営業そのものができません。 

しかも、その資格を取るために児童クラブでの一定の勤務期間が

必要です。）そのため、建屋ごとの職員数も余裕がないのが現状です。 

 もっと職員を増員したいのですが、年齢・人柄・勤務時間帯の希望

などでの折り合いがつきにくいです。 

また、大切な子どもさんと関わる職員を「人が足りないから誰でも

いいや」と雇えば、後々、大変な弊害が出てきます。 

学年を問わずなるべくたくさんのご家庭にご利用いただけるよう、

待機児童を極力出さないことを目標にしたいので、そのために保護

者のみなさまのご協力していただきたいこと、またお願いしたいこ

とがございます。 

1、お迎えに来られた時の子どもさんのロッカーチェック 

2、出欠表提出後の出欠変更は LINEでお願いいたします。 

 次ページへ続きます。 



 

また、保護者のみなさまからの LINEの送信はいつでも可能ですが、

クラブ側の閲覧・返信は時間と状況次第でできない場合もございま

すので、ご了承ください。特にお急ぎのご用事でとみくま児童クラブ

LINEの「既読」がつかない場合にはお電話もご活用ください。 

 

私自身が思うのは、職員が「単なる遊び相手」ではなく、放課後や

長期休みを過ごすうえで子どもさんの安全を守り、保護者のみなさ

まの安心にこたえることを施設としての目標にしたいということで

す。そのために全力を尽くして参りますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次ページへ続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルスなどの感染症・災害時の対応について 

令和 2年 3月 

一般社団法人 とみくま児童クラブ 

代表理事・施設長 馬場義久 

３月２５日から当クラブは通常開所となっております。春休みは

午前 7時 30分からの開所です。新学期も、学校下校後からのお預か

りを予定しておりますが、昨日姶良市で陽性反応の方がでたようで

すので、今後霧島市で新型コロナウイルスの陽性反応の方が出る可

能性も高くなりました。霧島市で陽性反応の方が出た場合には、社会

状況をふまえつつ、翌日からの対応を決定いたします。 

富隈小学校の児童数が約 650 人、当クラブの預かり児童登録数が

4 月 1 日現在 105 人という規模の大きさもあり、富隈小学校の児童

もしくは当クラブの児童・職員及びその同居する家族に陽性反応が

出た場合には、その翌日から当クラブは最低 2 週間の営業停止とな

りますので、いざというときの子どもさんの居場所・留守番方法を

確保していただくよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 


