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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
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幼稚園や保育園、認定こども園などに通う幼児を対象にした放課後スクールです。

異年齢での遊びや様々なプログラムや専門的なアプローチを通し、興味関心を広げ、非
認知能力を養うなど心とからだの発達を促します。

社会性を育む活動 SEL教育（社会性と情動の学習） スペシャルプログラム
体をのびのび動かし身体機能
を養うとともに、チャレンジ
する気持ちや達成感、満足感
を味わいます。また、他者と
関わりながら遊び、対人関係
や社会性スキルを養う他、主
体的な遊びや活動を通し創意
工夫する力、創造力や想像力、
表現力等を育みます。

ルールの
ある遊び

相互的かか
わりのある

遊び

協働型の
遊び

感情を理解し律し前向きな目標を掲げて達
成する力を育みます。
お互いに共感・理解しそれを示すこと、そ
してよい影響を与える関係を築き維持する
力を育みます。
自分自身または周囲との協働の中で、責任
ある決定ができる力を育みます。

セカンド
ステップ

（幼児版コース
⇒コース1）

人形劇やゲーム、歌など
を毎回15分～20分程度
実施。
楽しみながら学びます。

様々な体験活動を通し、興味関心を育
み「好きなこと」「夢中になること」
を見つけたり、増やします。
また、他者と関わり、協力したり、一
緒に考えながら活動を進める体験をし
ます。

夏・冬・春休み
●2022年度同様、午前と午後
それぞれ様々なプログラムを実施します

●遠足、デイキャンプなども行います

●季節感を味わえるプログラムをご用意
サイエンス実験、生き物観察、自然遊び
調理、造形クラフト、音楽、伝統文化等

造形・クラ
フト

調理
パーティー
やレクレー
ション

◆幼児のための放課後スクールすきっぷとは



3

幼児のための放課後スクールすきっぷ

対象年齢 3歳から６歳までの幼児

開室日 ○幼児レギュラー＆プログラムコース：幼稚園・保育園開園日の水曜日
※８月の開室はありません
※月の開室日はHP、配信メールでお知らせします（月ごとの週数は変動あり）
○幼児シーズンコース：幼稚園の夏休み20日程度・冬・春休み １０日程度

開室時間 ○幼稚園・保育園開園日：13：00～17：00 （お弁当持参の場合12：00～可）
○夏・冬・春やすみは別途時間を設定します

目的 異年齢交流および体験活動を通し非認知能力を育む/発達支援

内容 ・社会性を育む活動
・SEL教育
・意欲や好奇心を刺激し興味関心を広げるスペシャルプログラム
・体を存分に動かす活動や自然に親しむ活動

参加方法 ○年度当初に登録コースを申し込む
※シーズンコースに登録された方は別途夏・冬・春休みの1カ月前に参加日、コース等選択し申し込む

コース・費用 ○レギュラーコース：幼稚園等の開園日の毎週水曜日
10000円/月

○プログラムコース：夏・冬・春休みを除く開室日のうち希望日
3000円/1回

○シーズンコース：幼稚園等の夏・冬・春休みのみの参加
※1DAY,5DAY,ALL、プログラムチョイス等コースが別途あり

（コース選択は夏・冬・春休みの１カ月前から行う会員限定の募集要項をみて選択、ご予約ください）

幼児のための放課後スクール
すきっぷ
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2023年度 幼児のための放課後スクールすきっぷ

コース レギュラーコース

プログラムコース
※受け入れに空きがある日のみ（月2回まで）

シーズンコース
※夏・冬・春休みごとに設定するコースから選択

登録方法 レギュラー・プログラム・シーズンのうち
希望コースを年度当初に選択
例：レギュラーコース＋シーズンコース などの選択も可能

レギュラー プログラム シーズン

開園日放課後 ○ ○ ×

夏・冬・春休み × × ○

登録料 継続の方は不要・新規の方は登録料8000円をお納めいただきます

会費 10000円 3000円/1回 日数により変動

会費納入方法 ８月を除く
毎月

参加日ごと 夏・冬・春休み期間のコース・費
用設定ごと

参加日申込 不要 前週の水曜日までに予
約

夏・冬・春休みの1カ月前にコー
ス・内容・費用を告知後予約

面談・無料相談 ○ × ×

個別発達支援
（希望者）

○ × ×
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幼児のための放課後スクールすきっぷ

13：00 入室 挨拶・健康観察・身支度
※弁当持参希望の方は12：00～

外遊び（雨天時
は室内自由遊び

構成遊び、工作、ルールのある遊び
ごっこ遊びなどから自分で選択し遊
びます
※個別の活動を用意する場合もあ
ります

15：00 おやつタイム 果物、焼き菓子、おにぎりなどの軽
食を中心にビスケットなどお楽しみと
して提供しています
調理の日は自分たちで作り、みんな
で食べます

15：30 プログラム 造形、工作、調理、自然・野外レク
運動・セカンドステップやSSTなど

16：50 帰りの支度 トイレ、持ち物の整理整頓や身の回
りの始末、着替えなど

17：00 帰りの会 読み聞かせ、振り返り、次週の予定

17：00
～15

退室

幼児のための放課後スクールすきっぷ（シーズン）

9：30 入室 挨拶・健康観察・身支度

9：50 朝の会 一日の予定を確認

10：00 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、食育活動など

11：45 昼食準備

12：00 昼食

12：40 しずかな時間 休息、絵本を読む、パズル等で静かに遊ん
だあと、自由遊びにうつります
※年少児は夏場は横になって体を休めます

14：40 片付け・トイレ

14：45 おやつ

15：00 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、食育活動など

16：30 片付け・帰りの支度 トイレ、持ち物の整理整頓や身の回りの
始末、着替えなど

16：45 帰りの会 読み聞かせ、振り返り

17：00
～15

退室

一日の過ごし方

■遠足日は、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。プログラムチョイスの方は、プログラムの時間帯のみの参加となり、上記スケ
ジュールとは異なりますのであらかじめご了承ください。
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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）
補助スタッフ

温品 夏子

保育士・元幼稚園教諭
夏・冬・春すきっぷ担当
※レギュラーの日に補助
で関わることもあります

河合 アルズ

補助スタッフ

安斉 三枝子

活動ボランティア

松本 有代
（副理事長・法人運営）

小学校教員免許
セカンドステップ1～担当
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

活動・遊び・発達等
一人ひとりのお子さんの様子にあわせ
援助、指導します
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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

幼児のための放課後スクールすきっぷのお申込み（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生活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。

【体験について】

11月より体験会を実施します。

・1日1名（要予約）
・体験時間： 13：00～16：00
・費用：2000円（おやつ、保険料、活動費込み）
※日時のご相談に応じます。お気軽にご相談ください。



8

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年度までに利用したことがあるクラス

■2023年度通園予定校 ： 園 学年：

■2023年度通所・習い事等： 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 申込コースに
○をつけてください

備考

幼児のための放課後スクール
すきっぷ

レギュラーコース

プログラムコース

シーズンコース
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2023年度 継続申し込み書

氏名： 生年月日：

■2022年度所属クラス・コース ※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年度通学予定園 ： 園 学年：

■2023年度通所施設・習い事等： 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

コース 申込コースに
○をつけてください

備考

幼児のための放課後スクール
すきっぷ

レギュラーコース

プログラムコース

シーズンコース


