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2023年度
みんなの放課後クラブすきっぷPLUS募集

東京都江東区東陽3-10-5 山崎ビル2階
TEL：03-6666-1361
携帯：070-2320-0909
メール：k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp



みんなの放課後クラブ～すきっぷPLUS～

対象年齢 小学1年生～６年生

対象児 原則条件はなし
※医療的ケアを必要とするお子さん、肢体不自由のあるお子さんに関しては要相談
●きっず等放課後学童クラブとの併用可
●放課後デイサービスとの併用可

開室日 原則土日、祝日、年末年始を除く学校開業日および
学校休業日（振替休業日、夏・冬・春休み）

開室時間 学校開業日 下校時間～19：00 ※19：00以降 延長預かりあり
学校休業日 8：30～19：00 ※早朝預かり・延長預かりあり
※全日早退、中抜け可

目的 保護者の就労の有無にかかわらず、こどもたちに放課後の安全な場を与え、遊びや生活、人とのかかわりを通し情緒の安定、基本的な生活習慣、
自立心、社会性、主体性、創造性等心と体の健全育成を図る

内容

コース
※次項参照

レギュラー会員
週1会員（週1回利用）
スポット会員（非定期利用）
シーズン会員（長期休みのみの利用）

オプション
※次項参照

あり

みんなの放課後クラブ すきっぷPLUS
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民間学童

【生活】
●基本的な生活習慣（挨拶、手洗い、身支度、片付け等）
●食：おやつ（月数回 調理体験）
●遊び：没頭する、夢中になる、関わって遊ぶ、実現する等

【4つのプログラム】
①マイプログラム（月ごとに自分でテーマを決め自主的に取り組む）
例：調べる、実験する ★年度末に発表・展示をします

②SEL教育（社会性と情動の学習）
セカンドステップ、アンガーマネジメント、CBT等を通し自己肯定感を高め、
コミュニケーション力、非認知能力を育みます
③ものづくり
④スペシャルプログラム ：講師を招き伝統文化や科学、運動などの体験



レギュラー会員 週1会員 スポット会員 シーズン会員 まなびあ（学習教室）

定員 12人（新規5人） 5人（新規1人） 1人/1日 新規5人程度 A～Fコース

利用日 学校開業日の放課後
および土日祝日を除く

学校休業日

学校開業日の放課後
および学校休業日期間の

週1回

学校開業日の放課後
および

学校休業日の希望日

学校休業日のみ コースごとの所定の曜日、
時間枠にて。
８月開室なし

利用回数等 全日利用可
（早退、中抜け、遅刻、欠

席可）

週1日利用可
（早退、中抜け、遅刻
可）欠席した場合
翌月までに振替可

希望日を１日単位で利
用

学校休業日期間全日可
（早退、中抜け、遅刻、欠

席可）

コースごとに設定された回数

利用日申込 × 翌月利用日を前月提出
※年間で利用曜日
固定の方は不要

希望する日ごとに利用日
の2日前までに予約

学校の夏期・冬期・春期
休業日ごとに予約（１カ月
前に会員に向け募集告知

します）

×

法人登録料 8000円（継続者のぞく 8000円（継続者のぞく 8000円（継続者のぞく 8000円（継続者のぞく 8000円（継続者のぞく

月会費
傷害保険料

込

28000円
※4・7・8・12.1・3月は

学校休業日の特別費用を設
定します。

11000円
※長期休みは特別利用制度

あり
※学校休業日で1日利用の
場合は別途2000円

× × まなびあページ参照

利用日ごとの
費用

傷害保険料
込

× × 学校開業日の放課後
3000円/1日
学校振替休業日
6000円

学校の夏期・冬期・春期休
業日数にあわせ費用・コー

ス設定
1カ月前に告知

おやつ代 × × 200円/1回

材料費 ×
学校休業日のプログラムのみ材料

費が発生する日があります

○
参加日のプログラムが材料費が必要な場合実費分発生します

遠足等実費 ○ ○ ○ ○ ×

欠席時 特になし 月内の他の曜日に
振替

1カ月以内に別日振替
または

キャンセル料を納める
（前日～当日全額）

学校休業期間（夏・春・
冬休み）中の別日に

振替可

個別に振替対応
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レギュラー会員 週1会員 スポット会員 シーズン会員 まなびあ

オ
プ
シ
ョ
ン

学校までの
お迎え希望

※別途条件有・申請必要

○ ○ ○ × ×

早朝預かり
（学校休業日のみ）

550円/30分 ×

延長預かり ×

土日緊急預かり
※別途条件有

8時間6000円を基本に設定します。1時間～利用可。
※食事、おやつ、保険料込み

× ×

4

遊びの活動 ○ ○ ○ ○ ×

マイプログラム ○ ○ △ × ×

スペシャルプログラム ○ ○ ○ ○ ×

SEL教育プログラム ○ ○ △ × パーソナルコースのみ

宿題サポート ○ ○ ○ ○ ×

まなびあ利用
（学習教室）

○ 別途お申込み
（費用も別途発生）

別途お申込み
（費用も別途発生）

別途お申込み
（費用も別途発生）

◎

個別面談 ○ ○ × × ○

安全教育（避難訓練・引き
取り訓練）

○ ○ △ △ △

【オプション備考】
■学校までのお迎え：①お迎え可能な学校：東陽小、南陽小、平久小、枝川小、青海臨海特別支援学校 ※その他の学校はご相談ください

②1.2年生および特別支援校、支援級のお子さん優先

■早朝預かり、延長預かり：①学校休業日の早朝預かりは1週間前までにご予約ください。
②延長預かりは当日のご連絡も可能です。19：15をすぎる場合、食事を提供します（1食300円）

■土日緊急預かり：就労、保護者の方の体調不良、葬祭、通院入院等緊急性が高い場合2時間～預かり可能です。
※ご希望時間数は8時間6000円を基準に早朝から夜間等の時間帯、時間数により算定します
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学校開業日

下校後 順次入室 挨拶、健康観察、身支度

わいわいタイム 外遊びまたは室内で工作、構成遊び、
ボードゲーム、造形、手芸など自由に選
択

おやつ 果物やパン、おにぎり
手作りおやつ、市販品を
組み合わせ提供
※月数回 調理体験

16：15 デイリープログラム 日ごとのプログラム（外遊びも含む）に
参加します

17：30頃 集中タイム
（宿題）

学習の習慣を身に付けます。
つまづきのある問題や教科に対し個別
で援助指導します。
宿題がない日はこちらで用意した課題
に取り組みます。個々の状態にあわせ
開始時間、取り組み時間は左記と異
なる場合がございます。

18：00 帰りの会 リーダーが司会をし、1日を振り返る他、
翌日の予定を確認します。振り返りをす
ることで楽しかったことの共有の他、嫌な
気持ちになったことなどネガティブな話題
も他者に伝え、みんなで解決する経験
をします。

18：15～ 順次退室
くつろぎタイム

原則お迎えをお願い致します。
お迎え時間まで、自由に過ごします。

19：00～ 延長預かり

学校休業日

～8：30 早朝預かり ～8：00の場合は事前申し込み
8：00～8：30の場合は前日申込可

8：30 入室 挨拶、健康観察、身支度

8：50 朝の会 司会はリーダーが務めます

9：00 デイリープログラム 野外レク・スポーツレク・季節性のある活動、造形
工作絵画、食育活動等

12：00 昼食 弁当持参または昼食提供あり（1食300円）
自分たちで調理体験もあります。（週1回程度）

12：40 学習タイム
（宿題＋課題指導）

自習タイムに加え、自由研究、読書感想文や
日記の書き方講座等、夏休みの宿題は丸ごと利
用日に取り組みます。

14：45 おやつ 果物やパン、おにぎり
手作りおやつ、市販品を
組み合わせ提供

15：15 プログラム 野外レク・スポーツレク・季節性のある活動、造形
工作絵画、食育活動、サイエンス実験、伝統文化、
探求プログラム等

17：45 帰りの会 リーダーが司会をし、1日を振り返る他、翌日の予
定を確認します。振り返りをすることで楽しかったこと
の共有の他、嫌な気持ちになったことなどネガティブ
な話題も他者に伝え、みんなで解決する経験をし
ます。

18：00～ 順次退室
くつろぎタイム

原則お迎えをお願い致します。
お迎え時間まで、自由に過ごします。

19：00～ 延長預かり

一日の過ごし方

■遠足や社会科活動の日は、上記スケジュールに変更があります。
■夏・冬・春休みごとに１日参加、プログラムチョイスなど利用しやすいコース設定
があります。



みんなの教室まなびあ

対象年齢 小学1年生～６年生

開室日 学校開業日の放課後 各コースごとに曜日、時間枠設定あり

開室時間 A：金曜日16：00～18：00（新4.5年生グループ：新規募集1名）
B：木曜日16：00～18：00（新2.3年生グループ：新規募集1名）
C：月曜日17：15～18：15（パーソナルコース：新規募集なし）
D：金曜日18：15～19：35（パーソナルコース：新規募集なし）
E：月曜日15：00～17：00（新1年生：新規募集3名）
F：木曜日18：00～19：00（パーソナルコース：新規募集1名）
★グループの場合、学年はあくまで目安です。必ずしも学年でわけるのではなく、お子さんの状態にあわせたグループになります。

内容 ●国語
●算数
●国語＋算数（2教科 各1時間 ）
・読む、書く、聞く、話す、計算する基礎をしっかり学ぶ⇒日常の中で活用できる力にする
・ひとりひとりの認知特性や性格、などアセスメントを元に、その子にあった学習方法を用いた指導を行う
・国語：言葉に関する知識、イメージ、語彙、概念、読解、作文等
・算数：数の概念と数の操作（計算）量や長さ、かたち等系統的に積み上げる学習＋論理的思考を養う
※学習意欲、学びに向かう力や態度（粘り強さ、問題解決力、自主性等）や協調性など非認知能力も育む
●パーソナルコース（1対1の個別）
心理教育、セラピー、CBTカウンセリング、SST、感情コントロールスキル、問題解決スキル、協調運動等個別の課題、学校等での
困りごと、ご家族からみた問題行動等への心理的アプローチを用いたひとりひとりの不安や困りごとの軽減、問題解決を目的とした個
別の時間

登録方法 新規希望の場合は登録料8000円を添え、所定の申込用紙をご提出ください（登録前に申込希望のご連絡をお願い致します）
※レギュラー会員の方は別途お申込みいただく必要はございません。利用日に実施します。

コース・費用 ●国語または算数 1教科 7500円/月3回
●国語＆算数 2教科 15000円/月3回

●パーソナルコース 1時間2500円～5000円/1回 ※月2回～ それぞれのケースにより回数は異なります
※ご希望の方は発達検査（田中ビネーV知能検査）も実施可

みんなの教室
まなびあ
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グループ学習（個々の理解度にあわせグループ学習と個別学習を
時間内に設定しています）

アセスメント・学習評価表作成費含む

いずれか1教科 1時間
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スタッフ紹介

古畑 真弓

保育士・元幼稚園教諭・
児童心理カウンセラー

山田 佳子

中学教員免許（国語）

温品 夏子

保育士・元幼稚園教諭
非常勤、お迎えスタッフ

河合 アルズ

お迎えスタッフ

八乙女 真記子

お迎え＆遊びスタッフ

安斉 三枝子

お迎えボランティア

松本 有代
（副理事長・法人運営）

小学校教員免許
まなびあ担当

本家 紀子

保育士・
元幼稚園教諭
小学校教員免許

常勤スタッフ
希望者のお迎えや生活、活動、学習
全般への援助、対応を行います。

非常勤
希望者のお迎えや生活、活動、学習
全般への援助、対応を行います。
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新規登録についてのご案内

NPO法人リンク・スマイルの各クラス、コースをまだ利用したことがない方は、
法人への新規登録が必要です。

①法人登録書 のご提出
②登録料のご納付 8000円
③運営規約の熟読と規約への誓約書のご提出

みんなの放課後クラブすきっぷPLUSのお申込み（利用登録）

①本資料付帯の新規利用申込書のご提出
②クラブ規則の熟読と規則への誓約書のご提出
③児童健康調査票のご提出

【見学、説明会について】
見学会、説明会の実施はございません。
個別でご説明をさせていただきます。

【新1年生の体験について】

10月19日（水）～ 体験会を実施します。

・1日1名（要予約）
・体験時間：新1年生 13：15～16：45
・費用：2000円（おやつ、保険料、活動費込み）
※就労されている保護者の方は、日時のご相談に応じます。お気軽にご相談ください。
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2023年度 新規利用申し込み書

氏名： 生年月日： 居住地域：

■当法人に兄弟姉妹が在籍している場合 はそのお子さんのお名前をご記入ください

■リンク・スマイルへのご登録の有無（ あり なし） ■2022年度までの利用コース

■2023年度通学予定校 ： 学校 学年： 年生

■2023年度通所・所属クラブ： 学童クラブ（ ） 放課後デイ（ ）
療育機関（ ） その他（ ）

申込日：

★法人登録手続きと同時に利用申し込みを行っていただけます。
⇒法人登録に必要な手続きは前項をご参照ください

コース 備考
利用曜日を固定する場合は
その曜日を記入

申込コースに
○をつけてください

毎回または日ごとに
学校迎えを希望する場合は
〇をつけてください

みんなの放課後クラブすきっぷ
PLUS

レギュラー会員

週1会員

スポット会員

シーズン会員

みんなの教室まなびあ
※レギュラー会員の方は記入の
必要はありません

国語

算数

国語＋算数

パーソナルコース
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2023年度 継続申し込み書

コース 備考
利用曜日を固定する場合は
その曜日を記入

申込コースに
○をつけてください
※2022年度と異なるコースを希望する場合は◎をご記入
ください

毎回または日ごとに
学校迎えを希望する場
合は〇をつけてください

みんなの放課後クラブすきっぷ
PLUS

レギュラー会員

週1会員

スポット会員

シーズン会員

みんなの教室まなびあ
※レギュラー会員の方は記入の
必要はありません

国語

算数

国語＋算数

パーソナルコース

氏名： 生年月日：

■2022年度所属 ※所属に〇をつけてください

こあら組・ぱんだ組・幼児のための放課後クラス・すきっぷPLUS（レギュラー会員・週1会員・スポット会員・シーズン会員）

■2023年度通学予定校 ： 学校 学年： （通常級・支援級・通級）

■2023年度通所・所属クラブ： 学童クラブ（ ） 放課後デイ（ ）
療育機関（ ） その他（ ）

申込日：

※継続の方も、新しい事業、コースごとの規約、規則へのご署名をお願い致します。（申込書提出後にお渡しします）
※更新手続き料は不要です

2022年11月末までに
ご提出ください


