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第１章：長浦学童さくらクラブの概要・利用料等について
1-１ 長浦学童さくらクラブ（以下、当クラブ）とは

放課後児童クラブは、保護者が就労や疾病その他の理由により昼間家庭にいない小学生を対象として、放課後

や学校休業日に、適切な遊びや家庭的な生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

当クラブは2022年4月より保護者会運営から引き継ぎ、受託した株式会社 理究キッズが運営します。

1-２ 運営法人 株式会社 理究キッズについて

①幼児教育や野外教育の実験的活動を精力的に展開・実践した横浜国大教育方法学の故・伊藤忠彦教授の

研究チームと横浜国大発達心理学、児童心理学の故・依田明教授の研究チームが発祥の41年目の企業です。

本社は横浜駅、県内を中心におよそ165拠点。国内外に会員が2万人いらっしゃいます。

②「0歳からの生涯教育」をスローガンに掲げ、教育サービス業を営んでおり、主に以下の運営をしています。

・横須賀市放課後児童クラブ 2校 ・横須賀市放課後子ども教室3校

・横浜市放課後キッズクラブ 80校 ・鎌倉市子どもの家・子どもひろば6校

・座間市待機用児童ホーム 1施設 ・千葉市アフタースクール7校

・私立小学校アフタースクール 5施設（6小学校）

（以下、理究グループ各社にて運営）

・横浜市認可保育園を中心に、 パレット保育園 を運営（０～６歳）

・幼児教室 どんちゃか幼児教室、小学校受験 理英会 を運営（０～６歳）

・学習塾 国大Ｑゼミ を運営（７～１８歳）

③小学生に安全で、楽しくためになるプログラムを提供でき、また保護者様に安心していただける万全な

事務機能を備えた企業です。皆さまのご期待に添えるよう努力してまいります。よろしくお願いします。

1-３ 当クラブの活動について（活動場所・開所日・開所時間）

活動場所 開所日 開所時間

長浦小学校１Ｆ

専用ルーム

※その他、校庭や体育館

など学校施設をお借り

することもあります

下記日程を除き、毎日

（１）日曜日

（２）国民の祝日

（３）12月29日～1月3日
※その他、学校長より閉所要請を

受けた日や天災の影響などで

お休みになる場合があります。

学校がある日 放課後～19時00分まで

学校がお休みの日
※土曜・長期休暇日等

8時00分～19時00分

※土曜日は一部閉所

※長浦小学校の学校行事・時間割に合わせ、開所時間を設定します。

詳しくは『長浦学童さくらクラブ通信』にてご案内します。

1-４ 当クラブを利用できるお子さん

当クラブは、横須賀市内にお住まいの１年生から６年生までのお子さんが利用できます。

新1年生は、入学式前日までは、保護者による送迎が条件となります。ご注意ください。

なお、専用ルームの広さの関係で定員を設けています（定員：35名）。
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1-５ 利用料とお支払い方法

①利用料（おやつ代ふくむ）

●平日の利用料（登校する日が対象、もしくは長期休業日の半日分が対象）

登録コース 条件 基本利用料

週4日以上コース 月内の平日すべてで利用できます。

１・2年 18,000円

３・4年 16,000円

５・６年 14,000円

週3日コース 月内平日のうち、12日まで利用できます。 13,000円

週2日コース 月内平日のうち、8日まで利用できます。 10,000円

週1日コース 月内平日のうち、4日まで利用できます。 5,000円

＊週4日以上コースで祝日や閉所日により利用日数が減っても減額はありません。

＊月ごとにコース変更が可能です。前月25日までにお申し出ください。

●土曜日の利用料

項目 登録コース 利用料

土曜日の利用 全コース共通 1日あたり1,500円

●学校休校日（長期休み・代休日）等の平日の追加利用料

料金の種類 登録コース 利用予定日 利用予定日外

長期休み・代休日の

平日の追加利用

週4日以上コース 1日あたり500円 ー

週3日コース 1日あたり750円 1日あたり1,500円

週2日コース 1日あたり1,000円 1日あたり2,000円

週1日コース 1日あたり１,500円 1日あたり2,500円

【注意】

＊土曜日や平日の学校代休日、長期休業日における半日利用の設定はありません。

⇒該当日に利用した場合は、利用時間に関わらず追加利用料を頂戴します。

◆利用例 2022年4月期に1年生が週4日以上コースを利用し、月内すべての日を利用した場合

日 月 火 水 木 金 土

2022年4月期
1日 春休み 2日

＋500円 ＋1,500円

3日 4日 春休み 5日 6日 7日 8日 9日

＋500円 ＋1,500円

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

＋1,500円

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

＋1,500円

24日 25日 26日 27日 28日 29日 祝日 30日

＋1,500円

＊月額の利用料

基本利用料 18,000円

追加利用料 8,500円

合計 26,500円
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②利用料減免制度について

以下の条件に当てはまる場合、基本利用料から下記金額を割引します。追加利用料の割引はありません。

減免の種類 減免するための条件 金額

ひとり親割引
児童扶養手当の受給証など

ひとり親であることを証明する書類の提出

週4日以上利用コース 5,000円

週3日利用コース 5,000円

週2日利用コース 5,000円

週1日利用コース 5,000円

きょうだい割引

（ふたり親）

きょうだいで登録している場合の

第2子以降

週4日以上利用コース 5,000円

週3日利用コース 5,000円

週2日利用コース 5,000円

週1日利用コース 5,000円

きょうだい割引

（ひとり親）

きょうだいで登録している場合の

第2子以降

週4日以上利用コース 5,000円

週3日利用コース 5,000円

週2日利用コース 5,000円

週1日利用コース 0円

生活保護世帯割引
保護決定通知書の写しなど

生活保護の受給を証明する書類の提出
他の割引後の利用料の2割

③プログラム代（一部）・保険料

料金の種類 対象者 費用

プログラム代 当日のプログラム参加申込者 実費請求（※1）

保険料（年額） 登録者全員 500円（※2）

※1 材料費、外出時の交通費や施設利用費など。事前にお知らせいたします。

※2 保険適用範囲は当クラブ指導員の管理下（入室～退室）に限ります。

④お支払い方法

自動引き落とし用の銀行口座をご登録いただきます。

登録方法はP.5「2-2：申し込み② 銀行口座登録」をご覧ください。

＊ご登録いただきました指定口座からお１人ずつ、自動引落となります。（手数料：100円）

＊利用料等は、利用実績に合わせ翌月27日（※１）に指定口座から自動引落させていただきます。

＊保険料は、登録された翌月27日（※１）に指定口座から自動引落させていただきます。

＊口座登録が完了するまでは振込用紙をご自宅へ送付いたします。コンビニエンスストア等でお支払い

をお願いします。振込手数料はご家庭負担となりますので、ご了承ください。

※１：引落日が土日・祝日の場合は金融機関の翌営業日の引落となります。
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第2章：利用申し込みの方法について
2-1 申し込み① 個人情報登録 ＊お子さん1人ずつ ＊初回のみ・卒業まで有効

当クラブへ利用申し込みは専用フォームにて行います。

理究キッズへの個人情報登録も兼ねますので、ご利用の方は以下の流れでご登録ください。

◆ 新規登録方法 ： 初めてご利用の方はこちらよりご登録ください

ＳＴＥＰ１ 仮登録する

・『学校名』の欄では「横須賀市」→「長浦小学校」を選択してください。

・『メールアドレス』の欄にはご登録をご希望のメールアドレスをご入力ください。

・それぞれ完了し、利用規約をご確認いただきましたら「下記の利用規約に同意して確認画面へ」

◆理究キッズ専用登録Ｗｅｂサイト

https://www.manabiyoyaku.com/kids

※スマートフォン・パソコンよりご登録をお願いします

※推奨ブラウザ Internet Explorer 11、Firefox、Chrome、Microsoft Edge、Safari
※登録にあたっての Internet使用料等はご自身でご負担をお願いします

「横須賀市」を選択 「長浦小学校」を選択

ご登録をご希望のメールアドレスを入力

すべて確認し、こちらをクリック（タップ）してください

左記になっていることを確認し、

クリック（タップ）してください

長浦小学校

ご登録のアドレス

迷惑メール防止設定等を

されている場合は

ドメイン指定受信設定にて

『@manabiyoyaku.com』を

受信リストに登録してください

https://www.manabiyoyaku.com/
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ＳＴＥＰ２ 本登録する

ＳＴＥＰ１でご登録いただいたメールアドレスに、本登録のご案内メールが１～２分で届きます。

メールに記載されているＵＲＬをクリックしていただき、個人情報のご入力をお願いします。

※ここで入力するパスワードを用いて、以後の引き落としの明細をご覧いただきます。

ＳＴＥＰ３ 登録完了

登録が完了しますと、ご登録のメールアドレスに登録完了の旨とお子さんの生徒番号（9桁の数字）が届きます。

★こんな時は（Ｑ＆Ａ）…

◆スマートフォン以外の携帯電話から登録が可能ですか？

申し訳ございません。対応しておりません。お手数ですが、ＰＣから登録をお願いいたします。

◆確認メールが届かない

①迷惑メールフォルダに振り分けられている。

⇒迷惑メールフォルダの中をご確認ください。

②迷惑メールフィルタの機能利用やセキュリティを「高」にしている。

⇒まなび予約.comからのメールが迷惑メールと判別されている可能性があります。

ドメイン指定受信設定にて『@manabiyoyaku.com』を受信リストに登録してください。

③ご登録いただいたメールアドレスが異なっている、入力を間違えてしまった。

※お困りの場合は、お手数ですが「理究キッズ本部事務センター」までお問い合わせください。

（TEL: 0800-800-1149 ／ 月～金（祝日除く）10：00～18：00）

項目ごとに

ご入力ください
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2-2 申し込み② 銀行口座登録 ＊お子さん1人ずつ ＊初回のみ・卒業まで有効

当クラブでは現金のやり取りを一切いたしません。おやつ代等はすべてご登録の口座より自動引き落としと

なります（登録料無料・引き落とし時手数料100円）。スマホ・パソコン専用フォームからご登録いただきます。

※恐れ入りますが、従来型携帯電話（いわゆる「ガラケー（フィーチャーフォン）」）には対応していません

【お引き落とし日】

利用実績のあった月の翌月２７日（銀行休業日の場合は翌営業日）に引き落としとなります。

前日までに口座にご入金ください。なお、明細は引き落とし日より前にメールにてお知らせいたします。

【口座情報登録の流れ】

①下記のＵＲＬをご入力、または右記ＱＲコードをスマホで読み取ってご入力ください。

口座情報登録サイト ＵＲＬ

https://muf-webkoufuri.net/gwm_receipt/MUFGW01010Action_doInit.action?c=2198

4&s=001&p=bxa7gijx

②「お子さんの生徒番号」・「口座名義人氏名」・「口座名義人フリガナ」・「ご登録メールアドレス」・

「口座名義人生年月日」をご入力いただきます。

③info@nekonet.co.jpより「ＵＲＬの書かれたメール」と「パスワードの書かれたメール」の２通が送信さ

れます。

※受信設定等をされている場合は受け取れるような設定をお願いします

④１通目のメール内のＵＲＬをクリックして、金融機関選択サイトのログイン画面へアクセスします。

⑤「お子さんの生徒番号」と、もう１通のメールで届いた「パスワード」を入力してログインします。

⑥Ｗｅｂ口座振替受付サービスでの入力内容を確認して「次へ」を押します。

⑦口座振替を申し込む金融機関を選択します。

⑧画面に表示された内容を入力します。（入力内容は選択された金融機関によって異なります）

⑨入力内容確認画面で「金融機関へ」を押し、金融機関の登録サイトへ移動します。

その後、ご案内に従い手続きを進めてください。

⑩手続きが完了すると、info@nekonet.co.jpより受付完了メールが届きますのでご確認ください。

※以下の時間帯はメンテナンスのため、ご利用できません。ご注意ください。

・毎月第4日曜日 23時～翌月曜日 9時 ・1月・4月・7月・10月の最終火曜日 1時～6時

・その他金融機関によってご利用できない時間帯があります。

※登録を進めていくと、各金融機関の登録サイトへ移動します。

→金融機関により必要な情報が異なります。事前にご確認される際には下記サイトを

ご参照ください。（右記ＱＲコードをスマホを読み取っていただいてもご覧いただけます）

ＵＲＬ http://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net_bank.html
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※信託銀行、 ＪＡ（農業協同組合）など、一部の金融機関は口座情報登録サイトよりご登録いただくことが

できません。詳細は理究キッズＨＰよりご確認ください。

上記金融機関利用をご希望の方は、当クラブまでご相談ください。

※画面遷移イメージも含めた詳細な説明は下記ページをご参照ください。

（右記ＱＲコードをスマホを読み取っていただいてもご覧いただけます）

ＵＲＬ https://cutt.ly/Yh1TXN8

2-3 各種メールサービスについて

当クラブにご登録いただくメールアドレスから、以下の３点のメールを送信いたします。メールが届きました

らご確認いただきますようお願いいたします。

① 入退室メールサービス（登録可能メールアドレス：２つまで）

お子さんが当クラブに入室した際・退室した際に、ご登録のメールアドレスにお知らせメールが届きま

す。

② 一斉お知らせメールサービス（登録可能メールアドレス：２つまで）

当クラブからのお知らせメール（開所・閉所情報、緊急対応、イベント持ち物など）が届きます。

③ 利用料明細メールサービス（登録可能メールアドレス：１つのみ）

自動引き落としされる利用料の明細が引落日前にメールで届きます。

【注意】迷惑メール防止のためのドメイン指定等をされている場合は、以下のドメインからのメール受信を

許可いただきますようお願いします。

＠ｒｉｑ．ｃｏ．ｊｐ と ＠ｍａｎａｂｉｙｏｙａｋｕ．ｃｏｍ
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2-4 利用予定の事前提出 ＊お子さん１人ずつ ＊月ごと

毎月25日頃までに、翌月分の『利用予定』をWEB（利用予約サイト「Ｍｙ Chappiss(マイ チャッピス)」）から

登録してください。

（１）登録方法

専用のWEBサイトにログインし、予約登録をお願いします。ログイン時に使用するIDとパスワードは、個人情

報登録でご入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。

※メールを受け取るために「＠ｒｉｑ．ｃｏ．ｊｐ」のドメインからメール受信ができるよう設定をお願いします。各

種メールアドレスの設定によりメール受信ができないケースがありますので、受信許可設定をお願いしま

す。

（２）登録画面

（利用予定の登録画面例）

翌月に利用を予定している日について、前月15日より登録ができます。25日頃までに毎月登録をしてくだ

さい。

（例）2022年4月利用予定登録期間 2022年3月15日～3月25日

※利用予定前日の19時00分までは予約変更・利用取りやめが可能です。当日、利用内容の変更や利用取り

やめをする場合は当クラブまで必ずご連絡ください。

詳しい操作方法や機能についてはこちらからご確認ください。

URL https://riq-gakudou.com/chappiss-yokohama/

（3）利用予約サイト「Ｍｙ Chappiss」

利用予約を登録するには以下のサイトにアクセスし、ご登録ください。

予約専用サイトURL：https://my.kidscare.co.jp/

※ログインには、ID・パスワードが必要です。個人情報の登録完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に

お送りします。利用開始前月15日頃までにメールが届かない場合は当クラブまでお問い合わせください。
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2-5 利用方法について

当クラブ利用の際は、原則、「ご自宅・学校」から「当クラブ」にお越しいただき、「当クラブ」から「ご自宅」へご帰

宅いただきます。

活動前後や活動中に習い事等に行くことをご希望される方は、クラブまで直接ご相談ください。

（１）学校がある日の来所の方法

①各学級での授業終了後、昇降口で靴を履き替え、校舎外周右手の出入り口から専用ルームに入室しま

す。

専用ルームは長浦小学校１階にあります。

※当クラブに入室するまでは保護者もしくは各学校の管理責任となります。

②ルームに入ったら、靴を脱ぎ、ランドセルをロッカーにしまいます。

③指導員へ「連絡帳（※１）」を渡し、入室メールを送ったら、利用開始となります。

（２）学校がお休みの日の来所の方法

①８：００から入室が可能です。正門から入り、校舎外周右手の出入り口から専用ルームに入室します。

※ご家庭から当クラブに入室するまでは保護者の管理責任となります。

②８：００～９：００に入室してください。その時間以降の入室は原則としてできません。

※学校がお休みの日は、公園・他施設などに外出する場合があります。時間厳守でお願いします。

③ルームに入ったら、靴を脱ぎ、荷物をロッカーにしまいます。

④指導員へ「連絡帳（※１）」を渡し、入室メールを送ったら、利用開始となります。

※１：「連絡帳」についてはＰ．１０をご参照ください。
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（３）持ち物

当クラブへの持ち物は「平日（学校がある日）」と「学校がお休みの日」によって異なります。

持ち物には必ずお子さんの名前を記入してください。

季節に応じた持ち物等は、随時『長浦学童さくらクラブ通信』等でお伝えします。

学校に忘れ物をしてしまっても、クラブに来たら、原則学校には戻れません。

① 学校がある日の持ち物について

・連絡帳（「利用日」「下校時刻」「お迎えの方」の記入あり）

② 学校がお休みの日の持ち物について

・連絡帳（「利用日」「下校時刻」「お迎えの方」の記入あり）

・お弁当（※１・２）

※１：特に夏休みはお弁当の中身が傷まないよう、保冷剤を入れる等、工夫をお願いします。

※２：当クラブに入室前に購入し、お持ちいただいても構いません。

・水筒（麦茶など）

・着替え（※３・４）

※３：遊んだあと、必要に応じて着替えをします。

※４：長期休暇期間のみ

③ クラブに持ってきてはいけないもの

・学校に持って来てはいけないもの（ゲーム機、玩具など）

④ クラブ内に置いておくもの

・着替え

・体育館履き

・プラスチックコップ

（４）帰り方

当クラブからの帰り方は原則、保護者による「お迎え」となります。

また代理の方がお迎えに来る場合は、成人の方（例：祖父、祖母など）がお越しいただくようお願いしま

す。

ただし、２年生以上は以下の時刻までは児童だけで変えることが可能です。

時期 児童だけ帰れる最終時刻

4月～9月 17:15

10月～3月 16:15

※当クラブを出てからは保護者様の管理責任となります。

退所時刻と帰り方をを『連絡帳』に記入してください。お迎えの際は直接、専用ルームまでお越しください。

[代理の方によるお迎えについて]

保護者以外の代理の方にお迎えにお越しいただく場合は、面談等で事前にお知らせください。

なお、代理の方がお迎えをする場合は、運転免許証等の身分証明書を提示していただくことがあります。
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2-6 『連絡帳』の提出

『連絡帳』でその日に実際に利用する（した）かどうかを確認します。毎日、登校前にお子さんに「今日、学童に

行くかどうか」を確認し、利用する場合には『連絡帳』に、保護者の方が必要事項を記入の上、お子さんに持た

せてください。

（１）記入方法

【連絡帳の例】
（左側のページ） （右側のページ）

（２）予定外の利用や利用予定日の欠席の場合

まずは、当クラブへ直接連絡をお願いします。連絡は、電話・メール・連絡帳（翌日以降の予定の場合）で

お受けいたします。学校や担任の先生へ、電話や学校の連絡帳などでの連絡はしないでください。

なお、諸事情により、指導員が電話に出られない場合は、留守番電話を設定しております。

また、ルームの広さに応じた定員を設けているため、予定外の利用の場合、人数の状況によってはお受け

できない場合もあります。その旨、ご理解くださいますようお願いします。

長浦学童さくらクラブ 連絡先

電話番号 046-825-6836

メールアドレス nagaura-yhjc@riq.co.jp

利用日の日付（曜日）を

ご記入ください。

お迎えにお越しいただく

予定時刻をご記入ください。

お迎えの方に

○をつけてください

クラブへの連絡事項があればご記入ください。

クラブからもご報告事項があれば記入します。

保護者の方の捺印を

お願いします



１２

2-7 広報誌『長浦学童さくらクラブ通信』

お子さんのご様子や保護者の皆様へのお知らせのために、当クラブでは『長浦学童さくらクラブ通信』（以下、

『さくら通信』）を毎月発行します。ぜひ、お子さんとも一緒に内容をご覧ください。

（１）発行日と配付方法

毎月２５日前後に発行し、お子さんを通じて配付します。

（２）『さくら通信』の内容

①翌月の予定表

プログラム実施の予定や、学校行事等により活動内容が通常と異なる場合のお知らせなどを掲載しま

す。プログラムが有料の場合は、予定表にてお知らせしますので、ご確認ください。

②活動の報告

活動の様子や、実施したプログラムの内容等を写真付きの分かりやすい内容でお知らせします。ぜひ、

お子さんと一緒に楽しんでください。

※当クラブの紹介のため、『さくら通信』を当クラブ利用者以外の方へお渡しすることがあります。

お子さんの写真掲載を希望されない場合は、当クラブへお知らせください。

③お知らせやお願い

季節に応じた持ち物など、時節に合わせて掲載します。

2-8 おやつについて

当クラブでは、毎日おやつをお子さんに提供します。

【おやつ提供時間】

１６：００～１６：３０頃の提供を予定しています。※活動内容などにより前後します

おやつは昼食と夕食の間の補食として位置づけ、満腹にならないよう配慮します。

お子さんの食物アレルギー等、注意を要することは、必ず事前に当クラブへお知らせください。なお、

おやつの持ち込みはご遠慮いただいていますが、特別の事情がある場合等は、別途ご相談ください。



１３

2-9 1日の流れ（例） ※イメージ

【学校がある日】

１４：１５ 入室 まずは元気に挨拶！ 手洗い・うがいも忘れずに！

↓

１４：１５～１５：００ 宿題・室内遊び 上級生が帰ってくるまで宿題をするように声をかけます。

宿題が終わったら、室内で遊んですごします。

↓

１５：００～１６：００ 外遊び 待ちに待った外遊び！ 今日は何して遊ぼうかな～。

↓

１６：００～１６：３０ おやつ おいしいおやつ！配膳はみんなで協力しよう。

↓

１６：３０～１７：００ 後片付け・掃除 お皿拭き、後片付け、掃除をします。

↓

１７：００～１９：００ 自由時間・宿題 室内でお友だちと遊んだり、残りの宿題を終わらせます。

↓

帰宅タイム お迎えが来たら準備をして帰りましょう。

【学校がお休みの日】

８：００～ ９：００ 入室 まずは元気に挨拶！ 手洗い・うがいも忘れずに！

↓

９：００～１０：００ 宿題タイム 朝の学習タイムで、１日のサイクルを作りましょう。

↓

１０：００～１１：５０ 自由時間 校庭や室内で遊んだり、校外へ活動で出かけたりします。

↓

１１：５０～１２：００ 片付け開始 遊んでいたものを片付けて昼食の準備をします。

↓

１２：００～１３：００ 昼食タイム 美味しくいただきま～す！

↓

１３：００～１３：３０ 休憩タイム 暑い夏はゆっくり体を休めます。

高学年は読書などをしてすごします。

↓

１３：３０～１６：００ 自由時間 外遊びや室内遊び、日によっては校外に散歩に行ったり、

図書館に行ったり、おやつを作ったり・・・様々な活動をします。

↓

１６：００～１６：３０ おやつ おいしいおやつ！ 配膳はみんなで協力しよう。

↓

１６：３０～１７：００ 後片付け・掃除 お皿拭き、後片付け、掃除をします。

↓

１７：００～１９：００ 自由時間・宿題 室内でお友だちと遊んだり、残りの宿題を終わらせます。

↓

帰宅タイム お迎えが来たら準備をして帰りましょう。
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2-10 災害時の対応について

（１）暴風警報・暴風雪警報発表時の場合

台風や大雪などの荒天が予想される場合は、事前に一斉メールなどで対応方法をお知らせいたします。

なお、状況によっては、一部のサービスをご提供できない場合がございます。予め、ご了承ください。

①学校がある日の６：００～８：２０の警報発表や天候不良を予測して前日時点で、長浦小学校が朝から

臨時休校になった場合、当クラブも閉所となります。

②学校がある日の８：２０以降の警報発表により、長浦小学校が授業の途中で臨時休校になった場合

（本来は午後からの開所予定の場合）、小学校にて引き取りとなりますが、当クラブでは、受け入れ

準備が整い次第開所し、当日クラブ利用予定のお子さんを受け入れいたします。

③学校がお休みの日に警報が発表された場合（朝から開所予定の場合）

学校が休校となるような警報の場合、天候や交通機関の状況により開所が出来ない可能性がございま

す。開所の準備が整った時点でお知らせいたします。保護者による送迎が条件で受け入れをいたします。

（２）特別警報発表時・震度５強以上の地震発生時の場合

横須賀市及び周辺の自治体に特別警報が発表になった場合や震度５強以上の地震が発生した場合は、

以下のように対応いたします。いずれも一斉メールなど、可能な形でお知らせいたします。

なお、状況によっては、一部のサービスをご提供できない場合がございます。予め、ご了承ください。

①当クラブ開所前（児童が小学校在校時、自宅在宅時）

原則として当クラブは閉所とします。小学校在校時は、小学校の対応になります。

②当クラブ開所後（当クラブ在室時）

原則として、当クラブで保護者のお迎えが来るまで留め置きとなります。

＊避難先： 長浦小学校の校庭、もしくは体育館

（３）その他

その他、当クラブの電話が不通の場合は、運営法人：株式会社理究キッズ０８００－８００－１１４９へご連絡くだ

さい。

※状況によってはこちらの電話番号も不通となる場合があり得ます。

避難する場合は、当クラブ入口に掲示いたします。
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2-11 体調不良、薬、学級閉鎖などの対応

（１）活動中の体調不良、怪我の対応について

活動中に体調不良や怪我をしてしまった場合、できる限りの処置をした上で、保護者様に連絡をさせてい

ただき、お迎えにお越しいただきます。また、症状によっては病院へ連れて行く場合があります。

（２）服用している薬などがある場合

事前に当クラブまで必ずお知らせください。

お子さんご自身で服薬できるようご自宅にてご準備をお願いします。

（３）学級閉鎖の場合

学校がインフルエンザなどで学級閉鎖、学年閉鎖になった場合は、その対象となる児童は当クラブを利用

することができません。

2-12 お問い合わせ先

＊日々の利用に関するお問い合わせ

長浦学童さくらクラブ TEL： ０４６-８２５-６８３６ FAX： 同左

Ｍａｉｌ： nagaura－ｙｈｊｃ＠ｒｉｑ．ｃｏ．ｊｐ

＊利用料引き落とし、その他のお問い合わせ

運営法人 株式会社 理究キッズ TEL： ０８００－８００－１１４９

＊制度に関わるお問い合わせ

横須賀市こども育成総務課放課後児童育成係 TEL： ０４６-８２２-８０６１


