令和４年度 あびっ子クラブのしおり

Ｒ4．4 月現在

あびっ子クラブは、小学生を対象に、学校施設を活用して放課後や土曜日など、子どもたち
が安全に安心して過ごすことができる子どもの居場所です。
あびっ子クラブでは、スタッフが子どもたちの活動などをサポートします。また、体験活動
や見守り活動に保護者や地域の方々が関わっていただいており、“地域で子どもたちを育む”
仕組みを取り入れています。
保護者や学校、地域の方々の意見を聞きながら、地域に応じた運営をしていきます。

活動内容

▶フリータイム
メインルームや体育館などでの自由遊び、図書室での読書や自習など

対象者
活動日

▶チャレンジタイム
お習字、お箏、ショートテニス、パターゴルフ、囲碁など
▶活動内容は、時期により異なりますので、おたよりや予定表などで
お知らせします。
あびっ子クラブ設置小学校に在籍する１年生から６年生まで全ての
子ども
▶月～金曜日：下校時～午後５時
▶土曜日、学校の振替休業日：午前１０時～午後５時
※布佐南小あびっ子クラブは土曜日閉室です。
▶春、夏、冬休み等の長期休業日：午前９時～午後５時
（ただし土曜日は午前１０時～午後５時）
▶１１月～１月の閉室時間は、全日午後４時３０分となります。
※学校行事や学校の下校時間などとの関係で、実施日・利用時間を変更することもあります。

活動しない日

▶日曜日・祝日・年末年始は、実施しません。
※ただし、学校行事や地域の行事（祭礼など）との関係で、変更することもあります。

登録手続

▶「我孫子市あびっ子クラブ利用許可申請書」と登録料１，０００円を
あびっ子クラブにご提出ください。
※登録料が免除となる対象者は、「我孫子市あびっ子クラブ登録料免除申請書」を併せてご提出
ください。（生活保護法の規定による被保護世帯に属している方は、証明できる書類の写しを
添付してください。詳細は、社会福祉課担当者へご連絡ください。
）

登録料

年間１，０００円（中途利用・取止めの場合でも登録料の返金はございません。）
※利用許可期間初日の学童保育室在室児童は、登録料１，０００円が免除となります。
利用許可申請書と併せて登録料免除申請書をご提出ください。
※各種教室やイベントなどの活動内容によっては実費負担が必要となります。

スタッフ

活動場所
利用方法

▶学童保育とあびっ子クラブの一体的な運営の代表者として、
コーディネーターを配置します。
▶子どもたちが安全・安心に楽しく活動できるよう、スタッフを配置
します。
▶活動内容や利用状況により、サポーター（ボランティア）が活動を
支援してくれます。
あびっ子クラブメインルーム 他
活動プログラムを、月ごとに作成してお知らせします。
▶利用する日や利用する時間は、ご家庭で話し合って決めてください。
１年生は、担任の先生やスタッフが利用するか確認できるよう、「参加
カード」に利用日を記入し押印してから、お子さんに持たせてください。
参加カードの記入漏れや忘れてしまった場合は参加することが出来ま
せん。
▶利用する場合は、メインルームにある利用確認簿に記入し、名札とリ
ストバンドを付けて利用します。また、あびっ子クラブでのお子さんの
所在がわかるよう、名前のマグネットを掲示板の所在欄に貼付けます。
▶子どもたちが利用する場合、または、帰宅する場合は、必ずスタッフ
に声をかけさせてください。スタッフが確認します。
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【利用にあたって】
➢ あびっ子クラブは、学童保育室とは異なり、お子さんをお預かりする事業ではありません。
参加状況の管理や帰宅時間に関する指導管理は行いませんので、予めご理解をお願いいた
します。
➢ 新型コロナウイルス感染症対策として、次の３点にご留意ください。
・利用の際は、毎回健康観察カードの提示をお願いします。（学校で配布されているもの
で構いません）
・あびっ子クラブ利用開始時や外遊び等から戻ってくる際は、手洗いやうがいを徹底しま
すので、ハンドタオル等をお子様に持たせてください。
・マスクの常時着用及びマスクを入れる袋を持参してください。
➢ 土曜日や夏休みなどの長期休業日は、上履きを持参してください。
➢ 平日の利用は、原則的には、授業終了後直接利用してください。土曜日や夏休みなど、お
昼にかけて利用する場合は、お弁当と水筒を持参してもけっこうです。
➢ 放課後は、自分の教室に出入りしないでください。忘れ物などにより出入りする場合は、
必ず、職員室に申し出てください。
➢ おやつはありません。また、持ち込みもできません。
➢ おもちゃ・ゲームの持ち込みは禁止です。
➢ あびっ子クラブを利用するうえでの登下校は、自己責任でお願いします。
➢ 特別な配慮が必要なお子さまに特別なスタッフは配置していません。
➢ 活動内容は時期により異なりますので、おたよりや予定表などでお知らせします。
➢ 利用許可期間中に市内で転校した場合は、転校先のあびっ子クラブに再度利用許可申請書
を提出してください。
（登録料は必要ありません。）
※ あびっ子クラブでは、子どもたちの安全に配慮するため、安全対策マニュアルの作成、学校と
連携した下校時の対応などを行います。
【急病・事故】
➢ 小さなケガはスタッフが手当てをし、保護者にご報告します。
➢ 急病やケガの場合は保護者に連絡し、お迎えをお願いすることもあります。なお、緊急を
要する場合は、直接病院に行く場合もありますので、ご承知おきください。
※あびっ子クラブでの活動中の事故、また、登下校の事故に備えて、市が傷害保険に加入します。
事故の場合の保険手続きは、スタッフにお問い合わせください。
【運営組織】
我孫子市放課後対策事業運営委員会
【市全体の放課後対策事業を検討】
構成メンバー：有識者、市民、小学校長、ＰＴＡ代表、
学童保護者、民生委員、青少年相談員、スタッフほか
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あびっ子クラブ Ｑ＆Ａ
Ｑ：利用するにはどうすればいいのでしょうか？
Ａ：あびっ子クラブは登録制です。
保護者会などで年に１回でもご利用される予定のある方は、決められた登録期間
に登録してください。
利用する日は必ずご家庭とお子さんとで確認しておいてください。
１学年のお子さんは、
「参加カード」の利用日を記入し、保護者が押印して、当日、
お子さんに持たせてください。
① 新年度最初の登録方法
時

期

申

請 方

法

「我孫子市あびっ子クラブ利用許可申
請書」及び必要書類を記入の上、
「登録

登録申請：４月上旬
あびっ子クラブの年度切替は毎年５月１日です。
新１年生の利用は毎年５月１日からです。

料１，０００円」とともに所定の封筒
に入れ、決められた期日に担任の先生
に渡してください。

② 年度途中の登録方法
時

期

申 請 方

【基本】

法

「我孫子市あびっ子クラブ利用許可申請書」

１日までに申請→当月１６日から利用

に「登録料１，０００円」を添えてあびっ子

１５日までに申請→翌月 １日から利用

クラブにご提出ください。

Ｑ：冬場など帰宅時間に暗くて心配な場合は学校に迎えにいく必要はないでしょうか？
できれば集団で下校させてくれれば安心なのですが。
Ａ：帰るときは終了時間まで残っている子どもたちに、同じ方向の友だち同士で一緒に
帰るよう呼びかけますが、班を作って集団下校ということはしていません。お迎え
に来ていただくことは差し支えありませんので、ご心配なときは学校まで、あるい
は途中までお迎えに来てください。
Ｑ：連絡先は学校で良いですか？
Ａ：いいえ、学校ではなく「あびっ子クラブ」にご連絡ください。
【問い合せ先】

我孫子市役所 子ども支援課 放課後対策・青少年係
TEL 04-7185-1492 FAX 04-7183-3437
〒270-1192 我孫子市我孫子 1858 番地（西別館２階）
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【あびっ子クラブ問い合せ先】（開室時間及びプログラムに関すること）
新型コロナウィルス感染症の影響や災害等により急きょ閉室することがあります。まちｃｏｍｉメールへの

登録を是非ともお願いいたします。
（登録時は、パスワード「3111」が必要です。）
あびっ子クラブ

住

所

電 話

まちｃｏｍｉ

ＱＲ

ＦＡＸ

メールアドレス

コード

04-7185-0715

ecmn7438@machicomi.jp

04-7179-2277

ecmn6825@machicomi.jp

04-7181-3628

ecmn6272@machicomi.jp

04-7183-2551

ecmn3369@machicomi.jp

04-7179-7188

ecmn4343@machicomi.jp

04-7184-1131

ecmn7859@machicomi.jp

04-7184-6364

ecmn7942@machicomi.jp

04-7188-7712

ecmn4442@machicomi.jp

04-7188-9577

ecmn6583@machicomi.jp

04-7187-5588

ecmn4868@machicomi.jp

04-7186-6775

ecmn9493@machicomi.jp

04-7189-5060

ecmn6529@machicomi.jp

04-7189-5450

ecmn6524@machicomi.jp

我孫子市寿 1-22-10
一小あびっ子クラブ

我孫子第一小学校内
地域交流教室隣
我孫子市白山 3-2-1

四小あびっ子クラブ

我孫子第四小学校内
2階

第 2 理科教室

我孫子市つくし野 4-17-1
根戸小あびっ子クラブ

根戸デイサービスセンタ
ー2Ｆ

並木小あびっ子クラブ

我孫子市つくし野 7-30-1
並木小学校内
我孫子市下ヶ戸 610

二小あびっ子クラブ

我孫子第二小学校内
2階

三小あびっ子クラブ

図書室隣

我孫子市柴崎台 3-3-1
我孫子第三小学校内
我孫子市高野山 198

高野山小あびっ子クラブ

高野山小学校内
地域交流教室
我孫子市湖北台 8-17-1

湖北台西小あびっ子クラブ

湖北台西小学校内
地域交流教室隣

湖北台東小あびっ子クラブ

我孫子市湖北台 4-3-1
湖北台東小学校内

3階

我孫子市中里 95
湖北小あびっ子クラブ

湖北小学校内
学童保育室隣
我孫子市新木 1460

新木小あびっ子クラブ

新木小学校敷地内
学童保育室隣
我孫子市布佐 1217

布佐小あびっ子クラブ

布佐小学校内
ふれあいルーム
我孫子市布佐平和台

布佐南小あびっ子クラブ

5-1-1
布佐南小学校内
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