
羽沢小 放課後      通信放課後      通信
住所 横浜市神奈川区羽沢町    羽沢小学校内             

運営法人 株式会社 理究       年  月   日発行

 入学  進級           
    年度          申込        ⁉
      子         寄 添     安心安全第一 

楽            努             願       

 今年度     
主任 川田 幸子        副主任 根本 恵美        

河内 裕美         有田 理恵       

石井 明日香        弘中 千早         

上野 流星          工藤 恵麻       

石田 陽向        佐 木 亜美       

餅田 幸江        

確認  願     

 入退室    届   場合       知      

    利用日  朝  子   確認  参加    忘   

 保護者負担減免 対象  就学援助世帯  加    
 詳細 

詳   案内         用意        希望 方          申 出     

    昇降口       持 帰     
限定受入 始               残      新  学年   前  持 帰          確

認    新        必  記名     

  月        開所    
    区分 旧区分    子    引 続 限定受 入  実施    限定受 入  詳細

      裏面 掲載                     同    掲載        

右記      読 込         確認        給食   日      区分 

 限定受 入   実施            利用  回   円  利用可能      

 今後 新型        感染状況      内容 変更 発生  場合        

 了承     

    年

 月号

    年度 新制度  利用 関            関  質問  

学校              気軽  問 合       

根本副主任 

菅田小      

   異動     

副主任

根本 恵美

主任

川田 幸子



学校名

9:00-10:30 小2～小6 9:00-10:30 小2～小6

9:00-10:30 小2～小6 9:00-10:30 小2～小6

13:20-15:00 小1 13:20-15:00 小1 13:20-15:00 小1 13:20-15:00 小1 13:20-15:00 小1

13:20-15:00 小2 14:30-16:00 小2 13:20-15:00 小2 14:30-16:00 小2 14:30-16:00 小2

14:30-16:00 小3 15:20-16:00 小3 14:30-16:00 小3 15:20-16:00 小3 14:30-16:00 小3

15:20-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 14:30-16:00 小4～小6

13:30-15:00 小1 14:30-16:00 小1 13:30-15:00 小1 14:30-16:00 小1 13:30-15:00 小1

13:30-15:00 小2 14:30-16:00 小2 13:30-15:00 小2 14:30-16:00 小2 14:30-16:00 小2

14:30-16:00 小3 15:20-16:00 小3 13:30-15:00 小3 15:20-16:00 小3 14:30-16:00 小3

15:20-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 14:30-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 14:30-16:00 小4～小6

13:30-15:00 小1 14:30-16:00 小1 13:30-15:00 小1 13:30-15:00 小1

13:30-15:00 小2 14:30-16:00 小2 13:30-15:00 小2 14:30-16:00 小2

14:30-16:00 小3 15:20-16:00 小3 14:30-16:00 小3 14:30-16:00 小3

15:20-16:00 小4～小6 15:20-16:00 小4～小6 14:30-16:00 小4～小6 14:30-16:00 小4～小6

4月26日(月) 4月27日(火) 4月28日(水) 4月29日(木) 4月30日(金)

4月24日(土)4月19日(月) 4月20日(火) 4月21日(水) 4月22日(木) 4月23日(金)

4月12日(月) 4月13日(火) 4月14日(水) 4月15日(木) 4月16日(金) 4月17日(土)

入学式

4月5日(月) 4月6日(火) 4月7日(水) 4月8日(木) 4月9日(金) 4月10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。

・わくわく【区分１】の利用時間は最大16:00までです。利用時間は日によって異なりますのでご注意

ください。

★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。

2021年4月 わくわく【区分1】　限定受入一覧表 羽沢小

4月1日(木) 4月2日(金) 4月3日(土)

学校があり、給食がない期間は、

わくわく【区分１】限定受入は「中止」となります。

わくわく【区分１】は

土曜日の利用はできません

わくわく【区分１】は

土曜日の利用はできません

わくわく【区分１】は

土曜日の利用はできません

わくわく【区分１】は

土曜日の利用はできません


