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＊にじいろハウス＊
横浜市放課後児童育成事業

横浜放課後児童クラブ

◆ 学童クラブ にじいろハウスの保育
学童クラブ にじいろハウスは、保護者の就労と子育ての両立を応援する場として、
子どもたちが安心して放課後を過ごす、もうひとつの家です。学童クラブが安全で健
康的な生活の場となり、遊びや生活する中で子ども同士が育ちあう仲間となるよう、
支援員は細やかな配慮をしながら援助していきます。一人ひとりと丁寧に向き合いな
がら、個々の育ちを応援していきたいと思います。また、保護者との連携を大切にし
て子育ての喜び、悩みを共有しあう場でもありたいと願っています。
そして、地域の人に理解され、温かく見守られる「子どもの居場所」となりたいと思
います。
◆ 入所案内
１．概要
名 称
所在地

学童クラブ にじいろハウス

電話・ファックス
携帯電話
携帯アドレス

横浜市港南区港南台 9－28－18
サンライズ港南台 102・103 号室
045-832-1091
090-9202-7747
info@nijiiro-house.jp

定 員

1 年～6 年生

対象児童

港南台第二小学校 及び 国立・私立・隣接の小学校で

36 名

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
職 員

常勤支援員・補助支援員により対応

運 営

ＮＰＯ法人 にじいろハウス

保護者の皆さんは直接運営には関わりませんが、学童クラブをサポートし、子育てをす
る仲間として、お互い支え合いながら子ども達の育ちを一緒に見守っていただきたいと思
います。
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２．開所日 及び 開所時間
月曜日～金曜日
基本開所時間 13 時～19 時

学校休業日

8 時～19 時

☆学校休業日とは
①春・夏・冬休みと、運動会等土曜日に行われる学校行事の振替休日
②大雪・台風など午前 6 時の時点で「暴風警報」あるいは「大雪警報」等が発令されて、
急遽休校になった場合
※ただし、支援員の通勤状況により、８時以降の開所、または、閉所となる事があり
ます。開所時間は携帯メール等で連絡をします。
３．閉所日
土曜、日曜、祝日および同振替休日
年末年始（12/29～1/3）
４．延長保育
・１9 時～19 時 30 分
・学校休業日の 7 時 30 分～8 時
５.利用料金
入会金
保育料

給食費

延長料金
減免

＊いずれも延長料金が必要です。

10,000 円/人（入会申込書と一緒に納入をお願いします）
・1 年生～3 年生 18,000 円/月 ・4 年生 16,000 円/月
・5 年生～6 年生 12,000 円/月
・兄弟割引 2.000 円/月（下のお子さんの保育料より減額します。）
＊1 ヶ月間(月初 1 日から月末日)まで連続して利用しない場合は
半額納入、1 日でも利用する場合は、全額納入となります。
350 円 /１回(予定)
夏休みなどの長期休業中は、学童クラブ提供の給食を週１、2 回、予定し
ています。それ以外の日は、自宅よりお弁当を持参してください。
500 円/1 回（その場でお支払いをお願いします）
市民税所得割非課税世帯または生活保護世帯の保育料は、月額 2.500 円
の減額になります。(別途、提出書類が必要ですので、ご相談ください)

６.納入方法
・保育料は、毎月 10 日までに指定の口座にお振込みください。
(振込手数料につきましては、ご負担をお願いします。)
・給食費、行事参加費(交通費・入場料など)は、随時、実費徴収します。
(お子さんには、お預けになりませんようお願いします。)
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7.保険について
学童クラブとして賠償責任保険に加入します。
全員、年間掛け金 800 円(30 年度)のスポーツ安全保険に加入して頂きます。
なお、保険対象外の事案につきましては、ご家庭でご負担いただく場合があります。
8.インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症等、流行性感染症による学級・学年閉鎖
インフルエンザや新型コロナウィルス感染症、食中毒等、流行性感染症による学級・学
年・学校閉鎖になった場合、閉鎖学級・学年・学校の児童は、体調不良の有無に関わら
ず、閉鎖期間中、学童クラブへの登所は出来ません。
9．アレルギー対応について
「学校生活管理指導表」コピーの提出をお願いします。対応についてはご相談ください。
10．登所などの変更の連絡
出欠・迎え時間変更等は、必ずご連絡ください。
① ～③の連絡方法のどれでもかまいません。
① 学童クラブ携帯メール
popi-gaku.0723@ezweb.ne.jp
② 学童クラブ固定電話
045－832－1091
③ 学童クラブ携帯電話
090－9202－7747
ご連絡のない場合は、こちらから連絡をさせていただきます。
11.退所
原則、1 カ月前までにお知らせください。退会申出書へのご記入をお願いします。
12.主な年間行事予定
行

月

事
・その他の活動
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新入生歓迎会

保護者会
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新入生歓迎 親子バーベキュー

誕生会

7

保護者会(主に夏休みの過ごし方について)

避難訓練

8

夏休みのお出かけ（プール、映画会、遠足など）

学童クラブ菜園での

9

港南台キャンドルナイト参加

10

ハロウィンパーティー

12

お楽しみ会

1

港南区健康ランニング大会参加

2

港南台地区センター祭り参加

3

ドッチボール大会

※日常の遊び場

野菜や花づくり
工作・みそ作り

進級を祝う会(春の遠足)

近隣の公園・中学校予定地(毎週水曜日)

※お子さんの様子について、随時個人面談を実施します。
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13.持ち物
着替え一式、 汚れ物を入れるビニール袋
うがい用のコップ、 学習用ドリル
置き傘（折りたたみ傘でお願いします。）

＊すべての物に記名をお願いします。

14.学童クラブでの生活、他
学校休業日
8:00～
公園へ
↓
昼食
公園へ
↓
おやつ
学習時間
19:00

通常
下校
↓
公園へ
おやつ
↓ 学習時間
19:00

※帰宅

一人帰り

きょうだい帰り について

子どものみでの帰宅（一人帰り・きょうだい帰り）時間のめやす
月

学童クラブを出る時刻

4 月～8 月

17:30 まで

3 月・9 月

17:00 まで

10 月～2 月

16:30 まで

・事前に保護者からの連絡が必要です。
・1 年生は夏休み前まで保護者の迎えをお願いします。
ただし、夏休み前でも、保護者の了解があり、兄や姉と一緒の場合は、
きょうだい だけで帰宅することが出来ます。
※習い事について
お子さんの負担にならないよう、また、学童クラブから一人で通えるようにな
ってから開始するよう十分考慮してください。事前に「習い事登録カード」を
提出して頂きます。
学童クラブから出発して、また学童クラブに戻ってくることもできます。な
お、途中での怪我や事故につきましては、スポーツ安全保険の対象外となりま
す。
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※「キッズ」 について
ご入学後、各ご家庭での登録をお勧めします。代休日、長期休暇にはイベント
（お楽しみ会、クリスマス会など）があり、参加するお子さんもたくさんいま
す。キッズへの参加は、学童クラブの生活に慣れた頃よりお願いします。
※新１年生ついて
4 月 1 日から学童クラブを利用できます。
また入学式後の数日間は、スタッフが学校指定の児童引き渡し場所に迎えに行
きます。

※学童クラブのご利用にあたって、ご意見、ご要望がありましたら下記までお問い合
わせください。
・学童クラブ にじいろハウス 施設長 栗林 今日子
電話 832-1091
・港南区子ども家庭支援課
電話 847-8393
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