
 
 
  

２０２２（令和４）年度 
＜学童クラブふたばっこ＞ご入会について 

学童クラブふたばっこは、⼤分市⺠間放課後児童クラブ運営費補助事業として運営するため、
以下の要件が必要となります。 
【対象と⽬的】 
 保護者が就労等やむを得ない事情により昼間家庭にいない⼩学校に就学する児童を対象とし
て、放課後に適切な遊びと⽣活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを⽬的としています。 

 
児童の保護者※１全員が原則として以下のいずれ 
かに該当している必要があります。 

クラブの利⽤⽬的 保護者の状況等 

就労（⾃営を含む） 

※就労証明書等の 

提出が必要です。 

以下の①⼜は②のいずれかに該当する場合 
①⽉〜⼟のうち週３⽇以上かつ勤務就労時間が午

後３時以降であること。 
②交代制勤務等の場合は、週３０時間以上または

⽉１３０時間以上の就労実態があること 

就学⼜は技能訓練 職業訓練のため昼間学校等に通っている場合 

疾病 疾病・負傷により⼊院または療養が必要な場合 

介護・看護 常時親族等の介護・看護をしている場合 

出産 ⺟親が妊娠中⼜は出産後間もない場合（原則とし

て、出産⽉の前後２ヶ⽉に限る） 

その他 特別の事情により昼間児童の保育ができない場合 
※1 『児童の保護者』とは、両親及び同⼀世帯で⽣計を共にする親族等であり、

満 18 歳以上 65 歳未満の⼈のことをいいます。 

利⽤要件 

                  
下記の①②③いずれかで⼊会申込書をお受取り下さい。 

                ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
① 随時、下記宛にメールをお送り下さい。後⽇、⼊会申込書をお送りいたします。 
②「豊府⼩学校⼊学説明会」当⽇は職員が説明会に参加予定です。⼊会申込書は資料等に同封予定です。 
③「豊府⼩学校⼊学説明会」以降は、下記宛にメールにてお申し込み下さい。⼊会申込書をお持ちでない

⽅（例えば、令和４年度が 2 年⽣以上）は後⽇、⼊会申込書をお送りいたします。 
【お申し込み⽅法】 

当クラブまで⼊会申込書をお持ち頂き、（※持参⽇時は事前連絡が必要）、お申し込み下さい。 
最終締め切りは 3 ⽉中旬頃の予定です。 
○メールアドレス： futabakko@hutabahoikuen.com 
○メールを送る際に、右記の要項を記⼊してください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
⼊会決定者へは、後⽇「⼊会説明会」（開催⽇未定） 
を実施します。 

⼊会の申し込みについて 

◇件名を「学童クラブふたばっこ申込」とし
て下さい。 
◇メールに記載していただく内容： 
①郵便番号 ②ご住所 ③保護者氏名 ④お
子様の氏名 ⑤新年度からの学年 ⑥電話
番号 をもれなく記入して下さい。 

クラブの概要と利用のごあんない 

大分市民間放課後児童クラブ運営費補助事業 
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学童クラブふたばっこは、自然豊かで

清閑な地にあり、子どもが感性を磨かれ

健やかに育つには最適な場所です。 
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運営方針                                    
 「子ども・保護者・地域の幸せの創造」 
教育・保育方針                                 
◇子どもたちにとって学童クラブふたばっこが心のよりどころとなるよう努める 
◇子どもたちが主体的に遊びや活動、生活をする中、豊かな学びを得るよう援助する 
教育・保育目標                                 
○自己を愛し、肯定感、幸せ感に満ち溢れた子ども 
○知ること、できることを楽しみ、喜ぶ子ども 
○思考力・判断力・創造力をもつ子ども 
○自分の目標に向かって意欲や粘り強さ、諦めない心をもつ子ども 
○自由の相互承認のもと、人への思いやりや人との豊かな関わりをもてる子ども 

 

【⼀⽇の主な流れ】 

平 ⽇（⽉〜⾦） ⼟曜⽇・⻑期休業⽇ 
＜下校時＞ 
※送迎バスが待機し、学校から 
クラブまでバスで送迎します。 

15:00 ○登所・宿題・おやつ 
16:00 ○遊び・清掃・⽚付け 

・整理整頓 
16:45 ○帰りのミーティング 
18:00 ○延⻑保育 
19:00 ○閉所 
※帰りは保護者によるお迎えが基本です。 

※朝・⼣ともに保護者の送迎が基本です。 
8:00 ○開所、順次登所 
9:00 ○朝のミーティング・宿題 

10:00 ○遊び・集団的活動 
12:00 ○昼⾷・休息 
13:00 ○遊び・集団的活動・読書タイム 
15:00 ○おやつ・遊び・清掃・⽚付・整理整頓 
16:45 ○帰りのミーティング 
18:00 ○延⻑保育 
19:00 ○閉所 

【開設⽇数・開設時間・閉所⽇】】 

開設⽇数 
■⽉曜⽇〜⼟曜⽇開所 
（年間開設予定⽇数約 290 ⽇前後） 

※2022（令和４）年度開所⽇数 288 ⽇（予定） 

開設時間 ■通常期：下校時〜18 時（延⻑ 19 時まで） 
■⻑期休業期間：午前 8 時〜18 時（延⻑ 19 時まで） 

閉 所 ⽇ 

■⽇曜・祝⽇ 
■お盆（8/13〜15）・年末年始（12/29〜1/3） 
■こども園⾏事⽇（遠⾜、運動会、発表会）の計 3 ⽇ 
※年間スケジュールをお渡しいたします。 
※その他、台⾵や災害時における学校の臨時休校等の措置が
あった場合、学校と同様の措置をとることがあります。 

【利⽤料⾦】 

基本料⾦ 

■保育料 6,000円 
■おやつ代 1,500円 
■教材費 500円     【合 計】8,000円 
＜以下のサービスについては希望者のみ提供＞ 
■送迎バス代：500円（1 ヶ⽉） 

※１、2 年⽣に関しては、クラブまでの登所
の安全を考慮し、送迎バスの利⽤を可能な限り
お願いします。 

延⻑料⾦ ■18 時〜18 時半：100円 
■18 時半〜19 時：150円 

そ の 他 ■⻑期休業（夏休み等）の際の⾏事代：実費 

 
感性が豊かに育つ自然遊びー 
創造力を高める廃材製作― 
楽しい夏のプール遊びー 
思考力や表現力を高める 

子ども哲学― 
多様な経験を培う 

ワークショップー 
等々 

楽しく有意義で、学校教育の
サポートにもなるようなクラブ
生活を送っています。 

日々の様子や 
特色ある活動（例） 

※子どもたちが行う遊びや活動は、楽しくが基本にあり、そのうえで学びを得られるものを計画しています。 
※上記の遊びや活動の様子は、あくまでも例であり、他にも多様に遊んでいます。 
※季節や集団規模等により活動が変わる可能性があります。 

【⼦どもにとっての 
    遊びの重要性】 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ⼦どもは、遊びながら「意欲・
挑戦⼼」「知識・技術」「思考⼒・
判断⼒」「社会性」「経験」など、
⼈間として⽣きる⼒の多くを
学んでいます。 

⼦どもが今を健やかに育つ
ために、また将来豊かな⼈⽣を
歩むためには、学校での学習と
遊びからの学びとの両⾯が必
要です。 

しかも、その⼦どもの遊び環
境は多様であることが⼤事で
す。 
 学童クラブふたばっこの⼦
どもたちは、⼾内外の豊かな環
境の中で多様な遊びを楽しみ、
この時期の発達・成⻑に必要な
要素を培っています。 

また、季節等に合わせた特別
な⾏事や活動もクラブでは年
間として計画しています。 
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※写真提供（一部）：PAKUTASO,Pixabay 

【施設概要】 
◇構 造 
：木造２階建 
◇延床面積 
：92.74 ㎡ 
◇児童生活 

スペース 
：76.18 ㎡ 
◇建築年月日 
：2021 年 
◇定 員 
：４５名 

学童クラブふたばっこ 
住 所： 
〒870-0847       
⼤分市広瀬町１丁⽬ 1番 52号 
電 話：097-543-5611 
FAX ：097-543-6720 
担 当：事務⻑ 吉⽥ or ⽀援員L 加賀 
メール：futabakko@hutabahoikuen.com 

※保育料については減免制度あり。詳しくはお問い合わせください。 

外 観 

【 施設内ご紹介 】 
（２F） 
 大きなフィックス窓を使用し、季節
の移り変わりもいっぱい感じられる、
とても明るい空間になっています。 
 遊びやワークスペースなど多目的に
使えます。 

（１F） 
 玄関を入ると、ウッドの温かみある
ロッカーにキッチンやトイレ、手洗い
などがある、家庭的な生活スペースに
なっています。 
 宿題や集まりをしたり、子どもたち
の集いのフロアです。 

集まりの様子 

宿題の様子 
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【⼦ども哲学】 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
⼦ども哲学は、夏休み

や冬休みなどの⻑期休暇 
に⾏っています。 
⼦どもの考える 
⼒や⾔葉で伝える 
⼒などを育みたい 
と思っています。 

夏休み特別ワークショップ 
＊来年度実施は未定 

よさこい踊りを 
踊ってみよう！ 

ロケットを作って
飛ばそう！ 


