
放課後エンジョイクラス「すきっぷ」

平日のレギュラークラス、長期休みのシーズンクラス（夏すきっぷ、
冬すきっぷ、春すきっぷ）ともに3歳から小学生のこどもたちが

「きょうだい体験」と「自然遊び、造形、運動、華道、サイエンス、コ
ミュニケーション等専門家による各プログラム体験」

を通し「人と関わる力（思いやり、コミュニケーション力等）」「興味
と探求する心」を育みます。

2020 8/3～8/21

東京都江東区東陽3-10-5山﨑ビル2階

03-6666-1361
k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp
http://www.oyako-sc.orgにて詳細アップ中

小学生の学習支援

たくさんあそべる
満喫プログラム

mailto:k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp
http://www.oyako-sc.org/


◆開催期間
8月3日（月）～8月21日（金）
※土日のぞく15日間

◆開室時間
9：30～17：00
※感染症予防のため学年ごとに入退室時間に差
を設けます。

◆対象年齢
３歳児～小学生
※感染症予防の徹底のため、今回は新規登録者
の受け入れは行いません。ご了承ください。

※活動趣旨上、おむつが外れていないお子さん
は、はずれてからご参加いただきます。

◆参加費
４ページをご覧ください
※キャンセルポリシーも必ずご確認ください

【一日の過ごし方（例）】

9：30 学年ごとに時間差で入室
※ご予約が確定した方に詳しい時間帯をお知らせ致します。

9：50～ 朝の会

10：00頃~ 午前の活動

12：00 弁当 ※感染症予防策を講じます

12：30～ しずかな時間
※小学生は学習タイム、幼児は絵本の読みきかせ

など静かに体をやすめられるよう過ごします。

13：30頃~ 午後の活動

16：20 帰りの支度・帰りの会

学年ごとに時間差で退室
17：00 全員退室

◆持ち物
帽子（つば＆ゴム付きでリュックにしまえるまたはリュックにつけられるタイプ）・水筒（ひも付き）、ループタオル、
汗拭きタオル・着替え（全員）、レジ袋（２枚）、防災頭巾、健康カード、連絡帳、クレヨン・はさみ・のり・セロテープ
お弁当（おにぎりなど食べやすい形状）、ランチョンマット、濡れたおしぼりタオル、フォーク、弁当袋
マスク ※熱中症予防で着用しない時間帯もありますので、替えのマスクもご持参ください
つけたマスクをいれるジッパー付き袋、予備の水かお茶（凍らせていただくとよいです） 小学生は学習用具一式 1
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１ 検温ならびに健康観察
参加日初日までの２週間、各家庭で「㏠２回」の検温と、健康観察を行っていただき、「健康カード」（予約者に配布）に毎日ご記入いただきます。
参加日前日、夜の検温を終えましたらメールまたはLINEにて健康カードを撮影し画像添付をお願い致します。

３ 送迎の仕方
●送迎は階段下までと致します。
※職員や他のお子さんたちとの接触を避けていただきます。
●マスクを着用し、保護者同士の会話は控えてください。
●密集、密接を避けるため「学年ごとの時間帯」を設けます
実際の時間帯はご予約の方にお知らせ致します。
※送迎はきめられた時間帯でお願い致します。万が一遅刻される場合はお電話等でご連絡いただき、指示をあおぐようにしてください。

●自転車が密集してしまわないよう、自転車をとめる間隔をあける、混んでいたら少し離れて待つ、速やかにお帰りいただくなどご配慮を
お願い致します。

●お車の方は、永代通りの路上パーキングにとめていただくか、自転車が込み合わない時間帯（こちらで指定します）にお越しいただきます。
事故防止、密の回避の観点からご協力をお願い致します。

２ 登室を控えていただくケース
《本人》
・咳やくしゃみ、大量の鼻水など風邪症状がある
・37.5℃以上の発熱（元気があっても登室はひかえましょう）
・嘔吐や便が緩い、食欲が極端にない（喉が痛いなど）
・寝転がることが多く、いつもより元気がない、食欲もない
・身体に発疹がみられる、目が充血している（夏に流行する感染症かもしれません）

《同居のご家族》
・微熱含む発熱を伴う風邪症状や倦怠感、胸の痛み、味覚や嗅覚異常がある
・濃厚接触者になった、または感染者との接触がある
・同居の家族の勤務先や学校等で、新型コロナウイルス感染症の疑いまたは感染者が発生し職場内での濃厚接触者の調査中

夏すきっぷ感染症予防対策

【皆様へのお願い】

※活動中、発熱等ふくむ体調の変化、
悪化がみられた場合、速やかにお迎え
にいただくため、活動中は携帯電話が
つながるよう体制を整えておいてください。
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●感染症予防対策としての基本的事項
①健康管理・・・毎日、活動時間中に検温します。
②換気の徹底・・・日常的に行っていますが2方向同時に換気するなどガイドラインにしたがって実施します。
③手あらいの励行・・・入室時は消毒液を使い消毒し身支度後に一人ひとり手洗いを実施します。
④職員、講師のマスク着用
⑤消毒の徹底
・午前午後各１回、床やこどもたちが手を触れる場所を消毒します。
・トイレは使用ごとに清掃、消毒します。トイレ掃除やトイレ介助を行う職員は専用予防着、手袋、ゴーグル着用します。
・玩具、備品は弁当時と終了後に全て消毒します。
⑥スタッフは、出勤日はもとより毎日健康観察を実施する他、不要不急の外出を控え、新しい生活様式を徹底します。

●活動時の感染症予防策
〇自由遊びは、こども同士が密集しないようなコーナー設定を行います。
〇自由遊び時に使用するクレヨンなどは個人持ちの文具を使用します。
〇公園への移動は幼児はこども同士手をつなぐこともありますが、年長児、小学生は原則つなぎません。
○密集、密接、密閉をさけた環境をできるだけ実践しつつ、こどもたちが窮屈にならず楽しめる工夫をします。

【運営対策】

【感染者発生時の対応について】

体調不良（発熱、風邪症状、味覚嗅覚異常など軽微な症状も含む）

A：参加児、職員、講師の場合→欠席・欠勤し自宅で過ごす
B：保護者の場合→参加児も欠席し自宅で過ごす

回復
A:参加児→解熱後まる2日以上経過しその他の
症状も軽減してから参加
B：回復したら通常通り送迎可

感染の疑い（PCR検査対象者になった場合）
A：参加児・職員が対象となった場合
施設消毒を行ったうえで個人が特定されないよう配慮し他の利用者に対し夏すきっぷに関わる
者がPCR検査対象者となった旨説明する

B：保護者が対象となった場合
保護者の感染可能期間内に当該保護者に接触した職員等は、検査結果判明まで出勤を控える

陰性判定 感染者発生
速やかに閉室し保健所の指示を仰ぎ感染拡大に努める
※閉室の際の返金については４ページ参照



参加期間 参加費（税込）

全期 15日間 39,600円 １日2640円 ８日以上参加の方向き

１WEEｋ（5日） 19,800円 １日3960円

1day 5,400円

Half day 2,950円

★参加費には
感染症対策費、衛生費、傷害保険料（通院１日1000円、入院１日2000円）、光熱費、材料費の一部、自由遊び時の教材費、
おやつ代（一人100円～150円）、ボランティア及び講師の交通費、オンライン通信費、施設費、運営費が含まれます。

★活動内容により参加費用・材料費が別途発生します。

★欠席日はレギュラーすきっぷへの振替が可能です
※一部のプログラムご自宅でオンライン参加も可能です。

★新型コロナウイルス感染者が発生した場合や国や都、区の判断で休業要請等がだされ閉室した場合は下記の通り返金
致します
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8月3日より前に閉室 全員 全額返金

8月3日以降に閉室 全期 残数日分×2100円 例；残数10日 21000円

１WEEK 残数日分×3１00円

１ｄａｙ 残数日分×4300円

Half day 残数日分×2300円

★材料費については、すでに発注済、購入済の場合は返金は行わず材料をお送りします。



◆◆ 参加についてのご連絡 ◆◆

①持ち物

・健康カード（検温、健康チェック、同居家族の健康チェック）
・連絡帳（早退等のご連絡事項の記入を御願いします）
・帽子（ゴム、つば付き、風通しがよくリュックに入れられるまたは付けられるタイプ）
・水筒（その他予備として凍らせたペットボトルを持参してください）
・汗拭きタオル、手拭きタオル
・弁当（手早く食べられる形状、内容かつ痛みにくいもの、保冷剤つき）

→ランチョンマット、箸またはフォーク、濡れたおしぼりタオルは弁当袋に入れる
・小学生は、勉強道具、幼児は、バスタオル1枚（昼寝用）および着替え（汚れたら持ち帰ります）
・防災頭巾 →単発のお子さんを除き置いて帰ります。

★上記をすべてリュックに入れてください。

②プログラムについて
・感染防止策を講じ、安全な運営の徹底を致します。
※感染予防策ページをご確認ください

・感染拡大状況により、内容を一部変更する場合もございます。
・講師は自宅からオンラインとなる可能性もございます。
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キャンセルポリシー

ご予約後キャンセルをされる場合は、キャンセルの時期に応じて以下のキャンセル手数料
が発生します。 返金の際の振込手数料は参加者負担となります。

時期 料金

7月２６日13:00～7月28日正午 事務手数料2,000円 参加費半額返金
ご予約された日の材料費はお返しできません。

7月28日１３時以降～ 事務手数料2,000円 参加費・材料費返金なし

お申し込み完了までの流れ ★受付開始 ７月1９日（日）1７:00～
※レギュラーすきっぷの方は１６：００~

お名前・学年・所属

参加希望期間を記載し

メールにて申し込み
k.oyako.sc

@tbz.t-com.ne.jp

予約が完了した旨

リンク・スマイルより
ご返信致します

予約完了後~7月2７日までに
口座振込にて、参加費および
材料費をお納めください。

※現在クラス在籍児は来室日
にご持参ください。

※定員となり次第受付終了→キャンセル待ちとなります
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◆振込先：りそな銀行 日本橋支店 普通 0182444
NPO法人リンク・スマイル



３（月）
AM 虫探し＆野外活動
PM たんぼの稲の観察
※オンライン自然体験
＆おりがみ工作～夏の生
き物

４（火）
AM 虫探し＆野外レク
PM ダイナミック絵具
あそび（フィンガーペイン
ト絵具＆泡えのぐ使用）
※着替え余分に持参

５（水）
AM 砂遊び＆野外活動
PM flowerアート
★材料費1500円

６（木）
AM 野外レク
PM ぷにぷにｽﾗｲﾑ作り
★材料費300円
講師：板垣すが子

７（金）江東区文化セン
ターサブレク(終日）
AM チャレンジ運動遊び
PM ただじゅんのあそびっ
こ～和太鼓であそぼう！つ
ながってあそぼう～
講師：ただじゅん

1０（祝）江東区文化セン
ター展示室（終日）

リンスマオリンピック
担当：林和輝・大久保翔

1１（火）江東区文化セン
ターレクホール（AM） 和
室（午後）

AM リトミックバルーン

PM 紙コップタワー
チャレンジ

1２（水）
AM サシバの里オンラ
インいきもの探し①
興味編

PM 夏のいきもの研究
※午前観察しもっと知り
たい！ことを出し合いま
す

1３（木）
AM 虫探し＆野外レク

PM お絵描きタイム
「大きな紙いっぱいにお
絵描きしよう！」
講師：東京Aリス

1４、（金）
AM サシバの里オンライン
いきもの探し②しらべる編
１２日に観察し話し合った
ことを質問しながら一緒に
探検します

PM 造形タイム
サシバの里の生き物を好き
な素材で表現しよう
★材料費 200円

1７（月）江東区文化セン
ター展示室（終日）

レクレーション大会
～からだを動かそう！
みんなであそぼう～

１８（火）
AM 虫探し＆野外活動

PM 夏の大実験～ｻｲｴﾝｽを
楽しもう～
★材料費 200円

１９（水）
AM 野外レク

PM かんたんおもちゃ。
つくってあそぼう！
講師：たたじゅん

2０（木）
AM ジュエルソープを
つくろう
★材料費500円

PM 食育クイズ&野菜
スタンプ

２１（金）
AM 野外レク

PM とんかちトントン
★材料費 300円
講師：板垣すが子
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夏すきっぷ プログラム一覧

【江東区文化センター利用日のお願い】
①送迎は現地にお願いします。中庭等の指定の場所に間隔をあけてお並びください（送迎場所はご予約の方にお知らせ致します）
②センター利用日にセンター利用者（他の団体含む）から感染者が発生した場合、参加児の名簿（氏名、連絡先）を施設管理者、保健所等
の公的機関に提出する場合もございます。あらかじめご承知おきください。


