
 

 

 
 

学校法人　朝日医療学園グループ

令和４年度 
入所ご案内 

体験型学童保育 津島校

朝日こどもクラブ 
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　朝日こどもクラブでは生活や遊びといった学童保育の　
要素に加えて様々な体験活動を日々の保育に取り入れるこ
とで、子どもたちの興味や関心の領域を広げていくと共
に、仲間と協力して共に支え合う関係性や困難なことにも
チャレンジしていく姿勢を育んでいきます。そのような体
験活動を通して、子どもたちの放課後というかけがえのな
い時間をより豊かにし、自分の持つ新たな可能性と出会う
機会を大切にしています。 

　朝日こどもクラブで過ごす放課後の時間は、たくさんの
感動体験であふれています。しかし、それは楽しいことば
かりではなく、辛いことや悔しいこともあるでしょう。　
時には意見をぶつけ合いながら自分の思いを相手に伝え、
相手の気持ちに心を開いていくことができる。そんな響き
合う心を育んでいきます。
　朝日こどもクラブは、仲間と共に育ち合う「共育」と　
いう理念のもと、お子様と共に育っていくクラブを目指し
てまいります。

～目指す子ども像～

体験の数だけ笑顔が増える。        
 　仲間と共に育つチャレンジのこころ

■朝日こどもクラブについて 

あきらめない子 

ささえあう子 

ひびきあう子

諦めずチャレンジを続ける 

たくましい心と体を、 

朝日こどもクラブの仲間と 

共に育んでいきます。 

仲間を大切にし、支え合える

関係づくりを目指します。 

自分の気持ちを相手に伝え、 

相手の気持ちを理解しようと

する姿勢を育んでいきます。



!

!

!

!

3

コンセプトは「学びの第一歩を踏み出そう！」です。 
わくわく塾「まなび～ば～」では、お子様が自ら進んで学ぶ姿勢を大切にしております。 
朝日こどもクラブに通いながら習い事もできるため、お送り迎えの心配はありません。検定や昇級試験も
定期的に実施しているので上達していくことが楽しみになります。 
初めての習い事や途中から始められる方でも、お友達と一緒にスタートできるので安心です。教えてくれ
る講師の先生以外にも各校舎の職員もサポートに入りながら楽しく学びの一歩を踏み出せるようにお子様
を応援して参ります。

■習い事

わくわく塾　「まなび～ば～」

【講師・開催日】

～そろばん教室～ 
最初はミニそろばんから
スタートします。少しず
つ級が上がっていくにつ
れて計算スピードが上が
ります！フラッシュ暗算
にも挑戦中！

～書道教室～ 
書道は硬筆・毛筆どちら
も行います。硬筆だけを
集中して受講することも
可能です！毎月発行され
る「きび書道」で自分の
作品や昇段級をチェック
します！

～工作教室～ 
令和３年度からスタート
した工作教室は、表町こ
どもプロジェクト「こて
らす」がカリキュラムを
監修。食品サンプルやバ
スボム、一つの作品をみ
んなで作り上げる合同制
作も行っています！

講　座

曜日 木曜日 水曜日 月２回

科目 書道教室 そろばん教室 工作教室

講師
若松　清芳 

岡山県書道協会 理事
佐々木 良子 
さんぶん舎講師

池田早織（うめ先生） 
中村怜可（しゅー先生） 
表町こどもプロジェクト  こてらす
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■朝日こどもクラブでの１日 

【学校がある日】 【学校がない日】
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■各種プランと保育料について

※上記は全て消費税抜の料金です

◇わくわく塾◇【登録費 3,000円/年　年会費 5,000円/年】
書道教室 そろばん教室 工作教室

レギュラー会員　3,500円/月 1,500円/回

習い事のみ　　　4,000円/月 2,000円/回

※習い事だけを受講される方のみ

※2 臨時保育について・・・臨時保育とは、ご利用日以外で急遽利用が必要になった場合に適応 
（例①）週２日コース（月・火）利用された方が、水曜日の放課後に急遽利用した場合→1日追加+700円 
（例②）週の利用日数を超え、尚且つ休校等で朝からご利用になる場合→1日追加+昼食費＝1,000円 

※1 週２日コース～週４日コースの振替について・・・利用予定日がお休みとなった場合(祝日含む) 
　　には、次週に繰り越すことはできませんがその週の中で振替が可能です。 
　　GW・お盆・年末年始のクラブ閉所日は振替ができません。 
（例）週３日コース（月・火・水）利用の方が、月曜日にお休みされた場合は、同じ週の木曜日か 
　　　金曜日に振替が可能です。

◇レギュラーコース◇　【登録費 3,000円/年　年会費 5,000円/年】
コース　※1 週２日コース 週３日コース 週４日コース 週５日コース

保育料 16,000円/月 18,500円/月 20,000円/月 21,000円/月

おやつ代 720円/月 1,080円/月 1,440円/月 1,800円/月

保育時間 通常保育（学校がある日）【放課後～19:00】 　　　　     土曜日・長期休暇（学校がない日）【7:30  ～19:00】

延長保育 19:00～20:00まで　30分 300円  ※土曜日は延長保育なし

延長サポート 3,000円/月（延長保育が５時間以上となった時点で自動的に適応）

土曜日保育 3,000円/日（昼食付）

土曜日保育サポート 7,000円/月（3回以上利用した時点で自動的に適応）

臨時保育　※2
700円/日　利用日数を超えて利用する場合 対象外

終業式や臨時休校等で午前中から臨時利用する場合は昼食費の300円

春休み特別費 ご利用コースにプラス8,000円（初日～最終日まで）

夏休み特別費 ご利用コースにプラス17,000円（初日～最終日まで）

冬休み特別費 ご利用コースにプラス5,000円（初日～最終日まで）

給食費 450円/食
施設維持管理費 
（修繕費含む）

1,000円/月

きょうだい割引 ２人目の保育料よりマイナス8,000円　3人目マイナス4,000円

ひとり親家庭 マイナス8,000円
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■よくあるご質問 

入
所
に
つ
い
て

①学区外からの入所はできますか？ 基本的には可能です。詳しくは各校舎へお問い合わせくださ
い。

②年度途中の入所はできますか？ 待機児童にご登録されている方のみとなります。

③新1年生以外も入所できますか？ 新2年生～新6年生の入所も受け付けております。

④長期休暇だけの利用はできますか？ 可能です。令和３年２月にHPにて募集いたします。（伊島本校
のみ）

⑤施設の見学はできますか？ 可能です。詳しくは各校舎へお問い合わせください。

ご
利
用
に
つ
い
て

①求職中ですが利用できますか？ ご利用条件は定めておりませんのでどなたでもご利用できま
す。

②年度途中に休会はできますか？ 可能な場合もありますが在籍費5,000円/月が必要となります。

③コースの変更はできますか？ 可能です。月末までにご連絡ください。

④お休みをした日は振替できますか？ お休みをされた週の中であれば振替は可能です。

⑤学校から歩いて帰るのが心配です。 新１年生は入学～GW明けまで職員が小学校までお迎えに参り
ます。

保
育
に
つ
い
て

①臨時休校の場合は開所していますか？ 学校休校日は原則朝から開所しております。

②宿題は見てもらえますか？ ドリルやプリントはクラブで行います。本読みや計算カードは　
ご家庭でお願いしております。

③アレルギーには対応してもらえますか？ 対応いたします。詳しい症状や対応については職員までご相談
ください。

④おやつはどのようなメニューですか？ 夏場はきゅうりの一本漬やおにぎり、冬場にはおでんや豚汁も
提供しております。

⑤発熱した場合はどのような対応ですか？ 体調不良と判断した場合には緊急連絡先へご連絡いたします。　
お仕事のご都合がつけばお迎えをお願いいたします。

習
い
事
に
つ
い
て

①習い事はいつでも入会できますか？ 月初からであればいつでも可能です。

②教材費はどのようなものがありますか？
（書道）検定冊子・半紙・墨汁セット1,000/月 
（そろばん）級別のテキスト200円/冊～500円/冊 
（工作）キット代500円/回～1,000円/回（内容により変動）

③習い事だけ利用しているのですが、習い事
の前後に保育をお願いできますか？

習い事前後の保育も可能です。その場合には放課後コースとの
併用となります。（伊島本校のみ）

④クラブ外の子も利用できますか？ 可能な校舎もございます。詳しくは各校舎へお問い合わせくだ
さい。

⑤外部の習い事にはクラブから行き来はでき
ますか？

クラブから習い事に行くことも可能ですし、学校帰りに習い事
に行ってからクラブへ通うことも可能です。

そ
の
他

①送迎はしてますか？ 現在は送迎サービスは行っておりません。

②保護者会はありますか？ 保護者会はありませんが、地域清掃の日にはお手伝いをお願い
することもあります。

③入退室管理アプリはなんですか？
コドモンというアプリを使用しております。クラブへのご連
絡、ご利用明細の確認、アンケートの回答などもスマートフォ
ンから行えるようになっております。

④閉所日はいつですか？ GW・お盆休み・年末年始はお休みです。ご入所時に年間開所
カレンダーをお渡しいたします。

⑤小学校やクラブで新型コロナウイルスがの
感染者が出た場合はどうなりますか？ 保健所の指示に従い、閉所する場合もございます。
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（１）伊島本校 

　住所  ： 〒700-0013　岡山市北区伊福町4丁目4番3号 

　TEL  ： 086-259-3015  （10:30~20:00） 

　FAX  ： 086-214-3501　 

   MAIL： asahi-kodomoclub@ash-sv.jp 

（２）横井校第１施設 

　住所  ：〒701-1145　 岡山市北区横井上804-4 

　TEL  ：080-8247-5741（10:30~20:00） 

   MAIL：asahi-kodomoclub-yokoi@ash-sv.jp 

（３）横井校第２施設 

　住所  ：〒701-1145 岡山市北区横井上175 

　TEL  ：080-8247-5741（10:30~20:00） 

   MAIL：asahi-kodomoclub-yokoi@ash-sv.jp 

（４）津島校 

　住所  ：〒700-0086 岡山市北区津島西坂2丁目11-12 村上アパート1F 

　TEL  ：080-8248-3538（10:30~20:00） 

   MAIL：asahi-kodomoclub-tsushima@ash-sv.jp 

　※入所等に関するお問い合わせは11:00~19:00までにお願いします。 

（５）開所日・開所時間 

　◇平　　日　：放課後～最長20:00まで（19:00以降は延長保育）　 

　◇１日保育　：7:30～最長20:00まで（19:00以降は延長保育） 
　◇土曜日保育：7:30～19:00まで（伊島本校で横井校、津島校と合同保育）
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■クラブ概要 
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