
二 橋小 放課後      通信放課後      通信
住所 横浜市瀬谷区二 橋町    二 橋小学校内             

運営法人 株式会社 理究       年  月   日発行

  月        開所    
利用区分   子    限定受 入  実施    限定受 入  詳細      裏面 

 確認                同    掲載                 

理究         覧       右記       活用     

   今後 新型       感染状況      内容 変更 発生  場合      

  際   知                 知         

       利用       
今年度 利用登録      方

 事前 行         

        利用       事前 手続   点必要   

 個人情報    登録  傷害見舞金制度負担金 振込  利用申込書  提出

              利用申 込         方

   入会     利用申込書 傷害見舞金制度負担金 払込取扱票   書類 必要 方  

        申 出      不明 点          連絡     

        利用  日 

 日付  帰宅時刻   迎  有無  保護者印  押印        参加     持        健康観察票

 必要事項 記入   子   持               着用      持参  願         

子   体調      場合  利用  控           願       

確認  願     

 利用区分   子   単発利用    
利用区分  定員内     区分 限定受 入  時間帯以外        利用          単発利

用   回   円 利用料   時以降利用 場合    代   円       必 事前 連絡 必要   

 協力 願       

 利用予定 変更          電話     
  時以降 利用 変更 土曜日 利用   利用予定 変更    場合   必          一報   

       願       留守番電話   子   学年  名前 必 入         残       

 警報発表時 対応    
 登校前 

午前 時 段階 横浜市  暴風警報  大雪警報  暴風雪警報  降灰予報  発表   場合        閉所

    

 登校後 

児童 登校後 上記警報 発表   場合 学校  対応           閉所      

    活動中 

       利用中 上記警報 発表   場合  安全面 最優先  利用         子    迎 

 必要   帰宅時刻 関     子       早   迎   願       

   月 一斉下刻時刻        

    年

  月号

詳しくは、⼊会のしおり
Ｐ５〜Ｐ８をご確認ください。



学校名

下校後～16:00 １年 下校後～16:00 ２年 9:00-10:30 全学年

下校後～17:00 3年・６年 下校後～17:00 ４年・５年

下校後～16:00 ２年 下校後～16:00 １年・３年 下校後～16:00 全学年 下校後～16:00 ２年・３年 下校後～16:00 １年 9:00-10:30 全学年

下校後～17:00 ４年～６年 下校後～16:00 ４年～６年

下校後～16:00 ２年 下校後～16:00 １年・３年 下校後～16:00 １年・２年 下校後～16:00 １年 下校後～16:00 ２年・３年 9:00-10:30 全学年

下校後～17:00 ３年～６年 下校後～17:00 ４年～６年 下校後～17:00 ４年～６年

下校後～16:00 １年 下校後～16:00 ２年 下校後～16:00 全学年 下校後～17:00 ２年 下校後～16:00 １年

下校後～16:00 ３年～６年 下校後～17:00 ３年～６年

9:00-10:30 全学年 下校後～15:00 １年・３年 下校後～16:00 ２年 下校後～15:00 ２年 下校後～16:00 １年・３年 9:00-10:30 全学年

下校後～17:00 ６年 下校後～16:00 ４年・５年 下校後～15:00 ４年・５年 下校後～17:00 ６年

2020年10月 利用区分1　限定受入一覧表 二つ橋小

10月1日(木) 10月2日(金) 10月3日(土)

10月5日(月) 10月6日(火) 10月7日(水) 10月8日(木) 10月9日(金) 10月10日(土)

10月12日(月) 10月13日(火) 10月14日(水) 10月15日(木) 10月16日(金) 10月17日(土)

10月19日(月) 10月20日(火) 10月21日(水) 10月22日(木) 10月23日(金) 10月24日(土)

【連絡事項】

・新型コロナウィルス感染状況に応じて変更となる場合があります。

・学校の時間割に変更等が生じた場合、変更となる場合があります。

★変更があった場合は、お知らせメールにてご案内差し上げますのでご確認ください。

10月の一斉下校時刻 17:00

秋季運動会のため

キッズクラブは閉所

代休日8：30～19：00開所

10月26日(月) 10月27日(火) 10月28日(水) 10月29日(木) 10月30日(金) 10月31日(土)


