
 

 

東     東山田小学校放課後キッズクラブ  

東山田小放課後キッズニュース 
tel&fax 045-594-4859 令和 3 年２月 8 日 

 

いつも東山田小学校放課後キッズクラブに沢山のご協力とご理解を頂きありがとうございます。スタ

ッフ一同心より感謝申し上げます。 

平成 29年に「はまっこふれあいスクール」から「放課後キッズクラブ」へ変換し、心も新たに毎日

お子さんの放課後の居場所つくりに励んでまいりました。 

令和元年までは、毎年食育の観点から「お味噌造り体験」や楽しく参加して頂く為に「スタンプラリ

ー」その他、地域の方の手品「マジックワールド」開催、フラワーアレンジメント、そしてびっくり

の「ダチョウの卵」。夏休みには恒例のスーパーボールすくい、プラ板、スライム。また「リアルな昆

虫作り」や「段ボールの恐竜」そして日本漢字能力検定協会の準会場になり「漢検」の実施等々。そ

して、3年目の大成果として令和 2年 2月開催予定だった「横浜市合同放課後事業ドッジボール決勝

大会」へ都筑区で優勝し(令和元年 12月)、区代表として参加の権利も獲得しました。しかしながら

令和 2年早々、新型コロナウイルス感染防止のためにいろいろと制限が生じ、楽しい企画も端からキ

ャンセルが続いてしまいました。今年は、参加のお子さんにはハロウィン顔出し写真カードつくりや、

鬼滅の刃ぬりえコンテスト、ポップアップカードつくり、アイロンビーズなど新型コロナウイルス感

染防止対策中でも楽しく過ごせるように工夫してまいりました。 

この度、令和 4 年には平成 29 年から開始の東山田小学校放放課後キッズクラブの更新の時期になり

ます。それに向けて準備が令和 3 年から始まります。今回のキッズニュースには「都筑区こども家庭

支援課」から、放課後キッズクラブ実績評価に係る保護者アンケートを付けさせていただいておりま

す。ご面倒ではございますが、紙面上にある URL や二次元コードなどからアンケート回答をお願い

致します。東山田小学校放放課後キッズクラブをご利用いただいた皆様から愛情のこもったアンケー

トのご回答を頂けると嬉しいです。 

二次元コードや URLからアンケートは出力できる予定ですが、出来ない場合は当放課後キッズクラ

ブに用紙は備えておりますので、お寄りください。よろしくお願い致します。 

 

➢お詫びと延期のお知らせです 

2 月 10 日に在校生へ「令和 3 年度放課後キッズクラブ入会のしおり」をお配りする予定です。当初は

2 月 3 日の予定でしたが、諸般の事情により延期させていただきました。一斉メールにてご連絡をさせ

ていただきましたが、一斉メールにご登録頂いてない方へはご連絡が当キッズニュース上になります事

深くお詫び申し上げます。当キッズニュースにて放課後キッズクラブの「利用申込」に関してのお知ら

せも致しますのでよろしくお願いいたします。 

☆3 月の企画と参加申込書兼参加カードは別ページにあります。共に締切は 2 月 15 日です。 

 

令和 3年度の利用申込書提出の方法などに関してのお願い 

・３密を避ける為に曜日や時間を分けてお越し頂けるようお願い申し上げます。 

・令和 3 年度放課後キッズクラブ入会の「利用申込書」は保護者の方に保険の負担金(700円おつ

りの無いようにお願いします)と一緒にお持ちいただきますようお願い申し上げます。ご不便をお

かけいたしますが緊急事態宣言も出されておりますのでご協力お願い致します。 

 

 



 

 

利用申込書の提出方法： 

2月 15日から 3月 5日まで  （3月 5日ギリギリまでお待ちにならず出来るだけお早めにお致します） 

♥低学年(現在の 1年生から 2年生)：月・水・金  

  女子：12時～12時 45分      

男子：1時 1５分～2時 

(12:45～1:15の間は給食のかたずけのため廊下が児童でいっぱいになりますので中断させていただきます。） 

♥高学年（現在の 3年生から 5年生）と新 1年生：火・木 

女子：12時～12時 45分      

男子：1時 1５分～2時 

(12:45～1:15の間は給食のかたずけのため廊下が児童でいっぱいになりますので中断させていただきます。） 

 

保険の負担金（利用申込提出時に必ず必要です） 

昨年まで郵便局でご入金頂いていた障害見舞金が、横浜市の全市立小学校が放課後キッズクラブに

なり、はまっこふれあいスクール時代の制度が廃止になり、保険金の負担金は直接放課後キッズク

ラブへお持ちいただく事になりました。 

負担金額は 700 円です。補償等が厚くなりました。（詳細は入会のしおりの P10 をご参照くださ

い。）保護者の方が、放課後キッズクラブ入会の「利用申込書」と共におつりの無いように 700 円

をお持ちください。 

・4 月からの参加カードは 3 月中にお渡しする予定です。 

  わくわく区分 1 の方は 3 月の放課後キッズニュース添付の 4 月参加申込兼参加カードをご提出頂

きます。 

・すくすく区分２A・B の方は、利用申込書の必要事項を印字した参加カードを配布いたします。 

➢4 月からも引き続き民間学童との安全な待ち合わせ場所として放課後キッズクラブをご利用頂くよう

になります。令和 3 年度放課後キッズクラブを学童との待ち合わせにご利用の予定をお考えの方は 

わくわく区分1でお申込みください。また「令和3年度東山田小学校放課後キッズクラブ利用申込書」

Ⅶ児童代理引取人届出に学童名、連絡先をご記入下さい。 

・わくわく区分１お申込みの方は毎月参加申込兼参加カードをご提出頂きますので宜しくお願いします。 

➢わくわく区分 1 のお申込みで、放課後キッズクラブと民間学童の両方をご利用の場合も毎月参加申込

書兼参加カードのご提出が必要になります。キッズニュースに添付し配布いたしますので宜しくお願

いします。また「令和 3 年度東山田小学校放課後キッズクラブ利用申込書」Ⅶ児童代理引取人届出に

学童名、連絡先をご記入下さい。 

 

➢すくすく区分 2A・B にお申込みの方は就労証明書などの留守家庭児童等を証明する書類の添付が必要

です。用紙は放課後キッズクラブに備えてありますのでご面倒ですがお越しください。宜しくお願い

致します。また、ごきょうだいですくすく区分 2A・B にお申込みの場合は就労証明書等の留守家庭

児童等を証明する書類は 1 部で差し支えありません。 

➢すくすく区分 2A・B お申込みの方で民間学童のお迎えを合わせて予定している方は入会のしおりの中

の「令和 3 年度東山田小学校放課後キッズクラブ利用申込書」のⅡ利用頻度の利用する場合のお子さ

んの下校時刻の欄とⅦ児童代理引取人届出に学童名、連絡先をご記入下さい。 

ご質問などは放課後キッズクラブまで午後ご連絡ください。 

➢2 月 20 日（土）の放課後キッズクラブ説明会でもご用意する予定ですので尋ねください。 

＊2月 20日土曜日に説明会を開催いたします。密集を避ける為に 1家庭から 1名の参加でお願いします。 

9:30～から体育館で行います。終了は 10:15 ごろを予定しています。新 1 年生は 10:30～11:45 の予

定です。 

 



 

 

 

♥３月１７日からは給食がありません。ご参加いただけるのは区分２の方とスポット利用の方のみ

の参加です。 

また３月２７日から３月３１日の学年末休業期間も区分２の方とスポット利用の方のみの参加で

す。宜しくお願い致します。 

４月の春休みに関しては３月のキッズニュースに参加申込兼参加カードを付けてお配りしますの

で宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

３月 3日の「思考力を育てる算数教室」パターンブロックです。さてどんな風になるのでしょう 

３月１０日英語でファンファン１・２年生 

３月１７日英語でファンファン２回目 区分２又はスポット利用の方のみの参加です 

参加申込書兼参加カードを添付致しますので必ず締切までにご提出下さい。 

それぞれの企画の定員は 20 名ほどです。ご参加いただける方には参加カードをお渡しする為にご連

絡いたします。締め切りは２月 15 日です。 

 

➢企画の参加に応募された方が、当選して、すでにその週は 2 回参加予定をご提出して頂いている場

合は、3 回の参加になる事は問題ありません。 

➢企画予定日に参加予定を記入しているが、結果次第で変更したいという方は参加申込書兼参加カー

ドにその旨ご記入下さい。 

➢お習字参加の区分 1 登録の方も必ず参加申込兼参加カードのご提出が必要です。お習字参加の方に

は 16 時半の一斉下校かお迎え下校のご記入をお願いします。また参加申込書に習字参加とご記入く

ださい。 

 

 

☆1 月号のアンケートにご回答ありがとうございました。放課後キッズクラブの参加日数制限などの

為ご参加いただけなかった方も多かったと思いますがご回答はどれも嬉しいものばかりでした。これ

からもアンケートを参考に励んでまいりますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月の楽しい企画 



 

 

 

「思考力を育てる算数教室」（３月３日開催）参加申込兼「参加カード」 

申し込み締切日 

定員 20 名程度オーバーの場合は抽選になります 
２月 15日 

開催時間は放課後の14:45ごろ～１６時半の予定です（３月の一斉下校時刻16時半） 

 

 ～～～＊＊＊～～～＞＜～～～切り取り線～～～～～～＊＊＊～～～＞＜～～～＊＊＊～～～ 

「英語でファンファン１・２年生」（３月１０日開催）参加申込兼「参加カード」 

申し込み締切日 

定員 20 名程度オーバーの場合は抽選になります 
２月 15日 

・開催時間は放課後の 14:45 ごろ～１６時ごろの予定です 

 

 ～～～＊＊＊～～～＞＜～～～切り取り線～～～～～～＊＊＊～～～＞＜～～～＊＊＊～～～ 

「英語でファンファン２回目」（３月 17 日開催）参加申込兼「参加カード」 

区分２の方又はスポット利用の方のみの参加です 
申し込み締切日 

定員 20 名程度オーバーの場合は抽選になります 
２月 15日 

・開催時間は放課後の１３:３０ごろ～１４:３０ごろの予定です。 

 

 

参加決定

児童氏名 

 

 

ふりがな 
学年   組 

 

下校時刻 □ 一斉下校       □ お迎え時刻 
お迎え □有 

□無 

保護者氏名 
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東山田放課後小キッズクラブ記入欄 キッズ確認印 

参加決定

児童氏名 

 

 

ふりがな 
学年   組 

 

下校時刻 □ 一斉下校       □ お迎え時刻 
お迎え □有 

□無 

保護者氏名 
                

㊞ 

東山田放課後小キッズクラブ記入欄 キッズ確認印 

参加決定

児童氏名 

 

 

ふりがな 
学年   組 

 

下校時刻 □ 一斉下校       □ お迎え時刻 
お迎え □有 

□無 

保護者氏名 
                

㊞ 

東山田放課後小キッズクラブ記入欄 キッズ確認印 



令和3年 2月 吉目

東山田小学校放課後キッズクラブを

こ湘1用いただいている保護者の朧

都筑区こども家庭支援課

放課後キッズクラブ実績評価に係る保護者アンケー トについて

いつも放課後キッズクラブをご利用いただきありがとうございます。

東山田小学校放課後キッズクラブについては、令和4年 3月末をもって運営法人の選定期間が満了となります。
ついては、今後の運営に役立てていくため、保護者の皆様に対してアンケー ト※1を

実施いたします。アンケー ト結果

は選定期間満了に伴い実施する運営法人の再選定又は公募選定の基礎資料として利用させていただく予定です。

保護者アンケートの回収率が低い場合、運営法人の選定手続きに支障がでる可能性もありますため、適正な運営法人
の選定のためにも、回答へのご協力をお願いします。

1 実施期間

令不口3年 2月 15日 (月 )からイ)禾日3年 3月 26日  (ると)ま
‐
で

2 回答方法
スマートフォン・パソコン等でインターネットを利用し、回答していただくアンケー トです。二次元コードまた

は[RLを読み込みの上※2、 フォ_ムに従って必要事項を入力し、回答してくださぃ※3。

【二次元コー ド(スマー トフォン)】      〕

【URL(パソコン)]

ht蝿麺興 e…shinsei.citttkoham堡.ILし

`m」

山 Elヱ!基:艶:山

`逍

[⊆!堕」壁[璽:当】旦墜理 El∞

なお、上記の方法で回答ができない場合は、放課後キッズクラブより「アンケー ト用紙」と「返信用封筒」を受け取り、

記入したアンケー ト用紙を返信用封筒に入れた上で放課後キッズクラブもしくは都筑区こども家庭支援課※4へ提出して

ください。

(参考)放課後キツズクラブの再i塁定 コ公募選定について

放課後キッズクラブの運営法人は、5会計年度を選定期間としています。選定期間(5会計年度)が終了する放課後キッズ

クラブの運営法人が、継続して当該校放課後キッズクラブの運営を希望する場合、公募によらず、当該法人を審査し、運営

法人として選定(再選定)できることになっています。

なお、現運営法人が運営継続を希望しない場合、又は再選定の審査の結果、糸出続不可となった場合には、公募により新た

に法人を募集し、選定します。

※1 ご回答いただいた結果については、統計処理を行った上で、集計結果のみを運営法人に提供します。

※2 インターネット接続の費用はご本人の負担となります。携帯電話全般 (iモード対応機種、Ez、veb対応機種、Yahoolケータイ対応機

種)やスマートフォンの一部 (Alldroid OS4 4以前、iOS4以前)は利用できませんので、アンケート用紙での回答をお願いします。

※3 回答完了後、唯」達番号」「問合せ番号」を控えるよう指示が出ますが、必要ありません。

※4 都筑区こども家庭支援課へ郵送で提出される場合は、郵送料がかかります。

【担当】

都筑区こども家庭支援課        '
青少年支援・学校地域連携担当

磯村、柳澤
TEL: 9.48-2471
FAX:948-2309
E―inail:tz一 gakkOurenkeiOcity.yOkOhama.jp
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