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◎はじめての方へ
子どもが集いくつろげる、毎日来たくなる場所。

学校でも塾でも学べないことが学べる、

子どもが主役の新しいサービス。

今までの学童保育とは違う新しいアフタースクールです。

小学生が学校で過ごす時間は、年間約 1200時間。

一方、放課後と長期休みに過ごす時間は、約 1600時間。

この事実を、子どもたちの将来にどう活かすべきでしょう。

「フォレスト・ハウス」では、約 1600時間の放課後と長期休みをもっと子どもたちの将来に

価値ある時間にしたいと考えます。そのために、まず、自発性、自立心を育むプログラムや社会性、

コミュニケーション力を身につけるプログラムを開発し、安全と柔軟性を徹底したサービスを整えました。

ここで、スタッフとともに子どもたちが小さな自信を積み重ね、放課後や長期休みの時間を有意義に

過ごせるよう努めています。

◎こんな声にお応えします！
◎フルタイムの仕事を続けたい。

◎こどもの預け先があれば働きたい。

◎パートの時間を長くしたい。

◎春休み、夏休み、振替休日だけ預けたい。

◎家に帰ったら子どもとゆっくりしたい。

◎習い事をさせたいけど送迎ができない。

◎学童が 3 年生までなので 4年生からが心配。

◎預けるだけで、運動と勉強一緒にやります！

小学校１年生～小学甲 6 年生

フォレスト・ハウスは

①学童と

②外遊びと運動教室と

③学習塾が

ひとつになった

岐南町でオンリーワンの

「アフタースクール」です。

働くお母さん、お父さんを応援します！
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<サービス内容>
◎岐阜県初の室内運動場で運動神経を伸ばします

子どもたちが運動を通して好奇心を持てるように、様々な球技を行ったり、外遊びや体験を通して学べるような

プログラムを設計しています。

◎専属のドライバーがお子さまを「学校までお迎え」に伺います。

学校からフォレスト・ハウスまでの移動を専用の送迎車で行います。送迎中は、引率のスタッフが細心の注意を

払い、子どもの安全を確保いたします。不意の事故や犯罪に巻き込まれる心配がありません。

◎学習塾に行かせたいけど、仕事で送っていけないを解決。

宿題を終わらして家に帰ったら家庭の時間を大切にしていただくことはもちろん、公立の学童保育では出来ない

勉強指導にも全力で注ぎます。

◎安心の１９時までお預かりします

公立の学童保育では 18時までに迎えが基本ですがフォレスト・ハウスでは 19時までお預かりします。

迎えの時間に間に合わない、残業の時に困る、保育園の時は午後６時３０分までだったが小学校に上がったら時

間が短くなって困るを解決します。
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◎フォレスト・ハウスでの生活

〇新小学１年生（給食前下校の時）

１２：００～ 下校時間に合わせてお迎え。

１３：００～ 昼食

１４：００～ 本読み、お絵かき、工作など

１５：００～ おやつ

１５：５０～ 室内遊び・運動教室

１７：００～ 宿題・勉強

１９：００ 保護者様のお迎え

〇平日のプログラム＜５時間目下校＞

１５：００～ 下校時間に合わせてお迎え

１６：００～ おやつタイム（１０分）

１６：３０～ 室内遊び・運動教室

１７：３０～ 学習塾・勉強、室内遊び

１９：００ 保護者様のお迎え

◎長期休みプログラム

８：００～ 来校

室内遊び・宿題勉強・自由時間

１０：３０ おやつ

１０：４０～ 本読み、室内遊び、宿題勉強

１２：００～ 昼食

１３：００～ 野外活動など

１５：００ おやつ

１５：３０～ 学習塾・勉強、室内遊び

１９：００ 保護者様のお迎え

〇新小学１年生（給食後下校の時）

１３：００～ 下校時間に合わせて校門までお迎え。

１４：００～ 本読み、お絵かき、工作など

１５：００～ おやつ

１５：５０～ 室内遊び・運動教室

１７：００～ 宿題・勉強

１９：００ 保護者様のお迎え

〇平日のプログラム＜６時間目下校＞

１６：００～ 下校時間に合わせてお迎え

１７：００～ おやつタイム（１０分）

室内遊び・運動教室

１７：４５～ 学習塾・勉強、室内遊び

１９：００ 保護者様のお迎え

◎長期休み中のプログラム予定

●こども食堂ボランティア活動

こども食堂にボランティア活動して食育を学びます。

●介護施設でのボランティア活動

介護職員のお手伝いや、利用者様との交流をします。

●工場見学

大人が働いている現場を見学しに工場へ出かけます。

●競馬場見学

●幼稚園・保育園でのボランティア活動

先生の手伝いや園児のお世話などを行います

●このような体験を通して、職業教育を行ったり、

将来の夢へのお手伝いをします。

●プログラムの内容は年度･店舗によって異なります。

夏休み期間（8：00～19：00）

 夏休み始め～８月９日(金)

８月１６日(金)～夏休み終了日

休み：土・日曜日

お盆期間：8月 10日～8月 15日

冬休み期間（8：00～19：00）

 冬休み始め～12月 27日(金)

休み：土・日曜日

年末年始：12月 28日～1月 5日

春休み期間（8：00～19：00）

 春休み始め～８月９日(金)

春休み始め～春休み終了日

休み：土・日曜日
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＜ご利用料金>
◎正会員メンバー様

月会費

対象学年 全学年

週５日 35,000円

＜その他の費用＞
◎迎え利用料

迎え利用料 3,000 円/月

※価格はすべて税抜表示となっております。

◎教材費・移動費等について
・上記の月会費は、学習塾・運動教室・宿題・遊びなどの見守りと曜日ごとのアクティビティを含みます。

ただし、学習塾で使用する教材・学習系カリキュラム（ロボット教室、食育など）の

内容については上記費用に含まれていないため別途費用がかかりますので随時お知らせします。

※学習塾教材は学校生活が慣れた時期や学校の学習度合を見て 6月頃から使用したいと思います。

その際に教材費用をお願いしたいと思いますのでご了承お願いいたします。

・学習系カリキュラム(ロボット教室や食育など)を 受講希望しない方は、宿題やなどをして過ごします。

・体験系カリキュラム(職場体験や科学館など)では有料施設へ行きますので、 別途、移動交通費・入館料がかかります

・長期休みはイベントも計画しています。

都度、入館料や作品材料費などかかる場合がございます 別途費用のかかるものに関しては、

都度、参加の有無を事前確認します。

◎延長料金について（前延長・後延長について）

①正会員様・スポット会員様共通

 前延長・後延長

料金
500円/30分

※価格はすべて税抜表示となっております。

※前延長とは長期休み中や異常気象等の緊急時は通常 8：00～ですが、8：00 前よりお預かり希望の事を言います。

※後園長とは 19：00～最長 19：30 までお預かりいたします。

※価格はすべて税抜表示となっております。

※イレギュラー時、長期休み中、食費等の費用は、

月末に請求書を発行させていただきます。

「お振込み」か「現金」で納入をお願いします。

振り込み等の手数料はお客様のご負担となります。

※基本的にお申し込み後のキャンセルは

お受けできません。

※月途中で退会する場合の納入済みのご料金は

返金致しかねますのでご了承ください。

※退会については解約の2ヶ月前までにスタッフまで、

申し出ていただきますようお願い致します。

◎入会金・年間費

入会金 20,000円

傷害保険代 4,000円/年

年間費 10,000円/年

※入会金は入会時に１回のみだけです。

兄弟姉妹での入会の場合 2人目移行の入会金が無料です。

※傷害保険代は年ごとに自動更新となります。

※年間費(施設維持費として）は 10,000 円(税別)必要となります。

初年度はかかりませんが翌年からかかります。

※毎年 4 月 年１回、年度の途中からの場合も月割り無し。

※スポット会員様も同様です。

◎兄弟姉妹割引

２人 １人２０％オフ

３人 １人３０％オフ

４人 １人４０％オフ

※月会費のみ割引が適応になります。

 その他の費用に関しては適応となりません。
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◎台風や大雨時、早帰りなどのイレギュラー時やスポット利用

①正会員様

『会員様』スポット利用料

（8:00～15:00) 500円/回

※午前授業・短縮授業とは給食を食べずに下校することとさせていただきます。

※価格はすべて税抜表示となっております。

※8：00～15：00 までのお預かり中、室内での運動遊び、宿題のみとなります。

15：00～19：00 は学校期間中と同様 曜日ごとの運動教室・学習塾も行います。

※予定が分かっている行事や休校の場合、 『前日１８時まで』にご予約お願いします。

当日の利用希望は受け付けません。

※当日の警報発令時の急な対応の場合は、お受けできないこともありますのでご了承お願いいたします。

※キャンセル料：当日 100％・前日 50％

②スポット会員様

『スポット会員様』午前利用料

（8:00～13:00) 3,000円/回

『スポット会員様』午後利用料

（13：00～19:00) 3,000円/回

『スポット会員様』スポット利用料

（8:00～19：00) 5,000円/回

※価格はすべて税抜表示となっております。

※15：00 以降の運動教室、学習塾は参加できません。

※学校への迎えサービズはございません。

※予定が分かっている行事や休校の場合、 『前日１８時まで』にご予約お願いします。

当日の利用希望は受け付けません。

※キャンセル料：当日 100％・前日 50％

◎給食・おやつについて

給食（昼食・夕食） 1 食 500 円

おやつ
平日 1 回 150 円

長期休み 1 日 2 回 200 円

※価格はすべて税抜表示となっております。

※基本的には各自持参ください。 アレルギーのない児童はご用意させていただくこともできます。
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＜長期休みの利用料＞
①長期休み中の利用料

『会員様』利用料

（8:00～15:00)
500 円/回

※価格はすべて税抜表示となっております。

※長期休み中はお迎えはありません。

※長期休み期間中兄弟姉妹割引はありません。

※8：00～15：00 までのお預かりは、 室内での運動遊び、宿題のみとなります。

15：00～19：00 は学校期間中と同様 曜日ごとの運動教室・学習塾も行います。

※年度ごとに休み日程の変更がありますので、 ご了承お願いいたします。

※キャンセル料：当日 100％・前日 50％

例）正会員様で 1日午前からの利用は月委託料＋半日利用料×利用日数となります。

35,000 円(月委託料)＋500 円×20 日利用＝45,000 円(税抜）

週 5日（月～金）の 8：00～19：00 まで預かります。

②スポット会員様
◎セット料金

春休み料金 春休み始め～4月上旬

8：00～19：00 25,000円

夏休み料金 夏休み始め～7月 31日

 8：00～19：00 25,000円

夏休み料金 8月分

8：00～19：00 48,000円

冬休み料金 冬休み始め～1月上旬

8：00～19：00 22,000円

◎単発料金

『スポット会員様』午前利用料

（8:00～13:00)
3,000 円/回

『スポット会員様』午後利用料

（13：00～19:00)
3,000 円/回

『スポット会員様』スポット利用料

（8:00～19：00)
5,000 円/回

※価格はすべて税抜表示となっております。

※15：00 以降の運動教室、学習塾は参加できません。

※学校への迎えサービズはございません。

※予定が分かっている行事や休校の場合、 『前日１８時まで』にご予約お願いします。

当日の利用希望は受け付けません。

※キャンセル料：当日 100％・前日 50％

③休講日

・土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月末～１月初め）、お盆（８月中旬）

・イベント時等でスポット会員様はお預かりをお断りすることもございます。
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＜平成３０年度生徒募集要項＞
以下に該当される方の受付が可能です。

①小学校の普通学級に通級予定の児童。

②岐南東小学校から徒歩で来所する場合。

③保護者の方が送迎していただける場合。

④ファミリーサポートをご利用いただいて来所いただける場合。

⑤お迎えが可能な小学校

岐南東小、岐南北小、下羽栗小、長森南小、長森東小、長森北、長森西小

那加第一小、那加第二小、那加第三小。

⑥集団の中でルールを守り自分勝手な行動をしない児童。

・入会対象のお子様は、小学校 1 年生から 6年生までが対象となります。

・就労証明書は必要ありません。

・国公立・私立を問わず、全ての小学校が対象となります。

・障がいをお持ちのお子様に関しましては、現時点で受け入れ体制が整っておりません。

＜入会手続き＞

正会員、スポット会員様共通

①入所申込書を記入

②規約に署名

①と②はご来所時か、ご自宅でご記入いただいて後日ご提出ください。

③初回納入金 25,920 円を「現金」または「お振込み」

（内訳：入会金 20,000 円+年間傷害保険料 4,000 円+消費税 1,920 円）

→２月までの入会の方は入会金無料

※年間傷害保険料の 4,000 円(税抜)はお願いいたします。

④保険証のコピーをご提出

これで入所受付が完了します。

＜支払方法＞

〇支払時期

毎月月末に月謝袋をお渡しします。月会費を同封してスタッフにお渡ししてください。

〇支払種類

現在、以下の支払方法をご用意しています。

→月謝袋でお渡し。

→銀行引き落とし（１０月を開始予定）

→PayPayによるお支払い。（クレジットの場合、本人認証を済ませてください。）

→クレジット支払い（決済手数料４％がかかります）

→その他の費用については現金でのお支払いです（翌月の 1週目まで）。

＜長期休みにお預けいただく場合＞

お預かりする予定日程の全日程分をまとめて翌月の１週目までに「現金」か「お振込み」で納入です。

※欠席された場合や早く帰った場合の返金はしておりません。
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