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期 間 平成30年7月23日～8月31日
（8/13～8/17は盆休み）

時 間 ８：００～１７：００
(お迎えは17：00までに必ず来てください）

申 込 7月10日 AM8時～受付スタート
裏面の注意事項をご覧いただきＦＡＸ
メール送信いただくか、ご郵送ください

受付時間前の申し込みは予約受付ができません

対 象 小学１年生～６年生

定 員 １日15人前後（先着順）

費 用 １日料金1050円 + 体験料金0～500円
※体験料金は裏面予定表をご参照ください
※前開催日の3時以降はキャンセル料900円が発生します
※料金は後日請求書を送らせていただきます。

届き次第指定期限までにお支払いください。

持 物 お弁当・水筒・帽子・上靴
勉強道具（１時間程度着席して 学習できる物）

外靴をいれる袋・タオル
わくわく体験で使用する持ち物(別途指定）
持ち物にはすべて記名をお願いします

送 り ケアハウスだんらん
各務原市須衛町1-132

迎 え サンバレーかかみ野
各務原市須衛町3-136

主 催 社会福祉法人フェニックス
理事長 長縄 敏毅

フェニックスグループ地域子育て応援プロジェクト

社会福祉法人フェニックス 地域子育て応援プロジェクト 代表TEL 058-379-3588

担当連絡先 070-1247-9651 FAX 058-379-1510 ﾒｰﾙ m-tokushige@phoenix-g.jp
問い合せ受付時間 / 平日９：００～１６：００（メール問合せ可。） 申込書は裏面に

お問い合わせ

かかみ野学童クラブ日課表 (予定）

10：00～ 自由時間

12：00～ 昼食（お弁当）

13：00～ ～わくわく体験～
※裏面に記載

16：00～ ピンポンコミュニケーション

15：00～ おやつ

8：00～ 宿題、学習、読書

送迎はご家族でご手配頂きま
すようお願いいたします

各務原市教育委員会後援



申込方法：

携帯電話　070-1247-9651

注意事項

●学童クラブは福祉施設で行います。ホールや通路では走らないようにしてください

●

●

●

●

１年生から６年生のお友達で１日を過ごします。集団行動を心がけてください。

持ち物には名前を必ず書いてください。（毎回忘れ物が見受けられます）先生の指示をよく聞いて、授業を受ける時の態度にも

気をつけましょう。

利用時間はお守りください。（利用時間は８：００～１７：００です。）送り迎えの時間をご確認ください。

学童クラブはみんなで楽しく作るものです。一人一人が協力してより良いものを作りましょう。

利用中の態度・ルールが守れない場合などは、しっかりと注意させていただきます。

何度注意しても改善されない場合は、保護者様に連絡させていただき、利用を停止していただく場合もあります。

何かご不明な点等ありましたら、上記申込先(学童担当者）までお問合せください。

申込先

Ｈ30年度夏休みかかみ野学童クラブ申込書
7月10日8時よりＦＡＸ・メール・郵送にて受付開始します。必要事項をご記入の上、申し込みください。後日
こちらより、利用決定の連絡をさせていただきます。なお、先着順に受け付けますので、定員になり次第
受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

□かかみ野学童クラブを注意事項を読み、申し込みをします

パソコンメールをブロックされているかたは受信できるよう設定をお願いいたします。

年生 年生

※参加希望日に○をお願いいたします。
※枠内左下が持ち物欄です。体験で使用しますので必ず記名して持ってきてください。
※開催中に撮影させていただいた写真は、広報誌等に使用させていただく場合がございますのでご了承ください。

メールアドレス（予約完了の連絡をm-tokushige@phoenix-g.jpよりご連絡いたします。連絡がとれるアドレスをご記入ください。）

ＦＡＸ　（058）379-1510

郵送先　〒509-0141　各務原市鵜沼各務原町6-50　社会福祉法人フェニックス　かかみ野学童クラブ宛て

※申込後予約完了連絡を申込書に記入いただきましたメールアドレスにお送りしております。学童クラブからのメールが受信できるよう設定をお願い
　致します。  

メール m-tokushige@phoenix-g.jp

日にち 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日

内　　容 暑中見舞いを書こう 風船バレーをしよう 竹細工に挑戦 パステルアート体験 楽しい工作

持物/体験料金

日にち 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日

内　　容 お手玉で遊ぼう ｵﾘｼﾞﾅﾙﾏｸﾞﾈｯﾄ工作 おやつクッキング 喫茶店体験

持物/体験料金 手ふき用ﾀｵﾙ

日にち 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日

内　　容 手話で話そう 戦争体験の話 竹細工に挑戦 LET'Sかいごｉｎﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

持物/体験料金

日にち 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日

韓国料理に挑戦
ちぢみ作り

内　　容 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰになろう 高齢者になってみよう♪ 楽しい工作 福祉用具の秘密

持物/体験料金

日にち 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日

内　　容 絵手紙を作ろう 楽しく体を動かそう お年寄りと手紙の交換 紙人形を作ろう LET'S体操inﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

持物/体験料金

¥100 ¥0 ¥300 ¥300 ¥150

ハーバリウムを作ろう

¥100 ¥500 エプロン ¥200 ¥0 ¥500

オリジナルうつわを作ろう

¥0 ¥0 ¥0 ¥300 ¥0

エプロン ¥0 ¥0 ¥0 ¥150 ¥0

¥50 ¥0 ¥0 ¥200 ¥0

曜　日 月曜日　　　　　　　　　　　　　　火曜日　　　　　　　　　　　　　水曜日　　　　　　　　　　   　　木曜日　　　　　　　　　　     　金曜日
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日にち


日にち


日にち


日にち


日にち


日にち


日にち


¥150


※7/28の子どもたちが作ったおやつの持ち帰
りは、衛生上できません。ご了承ください。


持物/体験料金 - ¥150 - ¥300 -


内　　容 木の実工作 フラワーアート 牛乳パックで古紙づくり


- ¥100 - ¥0


8月29日 8月30日 8月31日


持物/体験料金 - ¥150 - ¥0 -


内　　容 おりがみ工作 カルビーの食育講座 竹細工


¥300


紙芝居を見よう 手話で歌おう


¥300 - ¥0 - ¥0


8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日


持物/体験料金 - - -


内　　容
リズムにのって
体を動かそう♪


デイサービスで
一緒に夏祭り


デイサービスで
一緒に夏祭り


¥300 - -


8月17日 8月18日 8月19日


持物/体験料金 - ¥400 - ¥0 -


内　　容 園芸工作 戦争の話を聞こう パステルアート


¥300 - ¥100 - ¥150


8月8日 8月9日 8月10日


持物/体験料金 - ¥0 エプロン ¥0 -


内　　容 発見！福祉用具体験
お年寄りに


お茶のおもてなし
竹細工 お手玉の魅力 クラフトテープ工作


¥300 エプロン ¥150 ¥100


8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日


7月25日 7月26日


¥150-¥200
フェイス
タオル


持物/体験料金 - ¥200 - ¥50 -


7月27日 7月28日 7月29日


内　　容 紙人形作り 絵手紙を描こう 竹細工 おやつ作り 折り紙工作


月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


内　　容


持物/体験料金


7月22日7月21日


ミニコプターを作ろう馬とふれあい体験
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