
徳島県医療従事者支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催期間】  平成 29 年 12 月 25 日（月）～12 月 27 日（水）  

※参加希望日時を指定することができますが、ご希望に沿えない 

場合があります。 

【開催時間】  7 時 30 分～18 時 00 分 

【開催場所】  蔵本会館 2 階 多目的室①④ 

【対   象】  4 歳児～小学 6 年生まで 

【募集定員】  30 名/1 日 

※申込者多数の場合は、センターにてお一人あたりの利用日数を 

調整させていただくことがございます。 

【参 加 費】  2,000 円/1 日(お子様１名につき)  

【昼   食】  当日作ったものまたは購入したものをご持参下さい。 

【お や つ】   株式会社クラッシーがご用意します。 

【募集締切】  平成 29 年 12 月 11 日 (月)  

【申込方法】  【申込書】に必要事項を記入の上、【調査票】と一緒にご提出ください。 

※お子様 1 人につき各 1 枚ずつの提出が必要です。 

          ※【申込書】と【調査票】の署名・押印欄は必須です。 

 ※学内便でお申込みください。 

 

【参加可能日】 平成 29 年 12 月 14 日(木)～12 月 15 日(金)までにメールにてご連絡致します。 

          ※上記期間を過ぎてもメール連絡がない場合は、AWA サポートセンターまでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

問合せ・申込み先   

徳島大学ＡＷＡサポートセンター  

ＴＥＬ 088-633-7538  

内線 83-7629  

E-mail awa@tokushima-u.ac.jp (代表) 

担当：田中,山根 

本年度も、学内保育の充実を図る事業のひとつとして、冬休みKids Club（幼児・学童一時預かり保育）を開催

致します。民間保育機関の株式会社クラッシーと徳島大学が特別法人契約を結び、徳島大学職員のお子様に学内で

楽しく遊びながら、英語を学んだり、宿題をしたりして、冬休みの1日をお過ごしいただきます。 

注意事項をよくお読みいただきお申込みください。 

 

 

7:30  OPEN  ～宿題タイム～ 
9:50  English Time  ～英語であいさつしよう～ 

10:00  Activities①   [Program on the day]  

      ※内容は日によって異なります。 
12:00  Lunch Time      
13:00  Study Time，Story Time，Free Play 

15:00  Snack Time      
15:30  Activities②    [Playing Game]           
     ※内容は日によって異なります。      
16:30  Free Play      
18:00  CLOSE      

 

体調不良でのお休みや登園時間が変更になった時は、下記へ連絡して下さい。 

参加当日の連絡先   

9:00～18:00  088-623-6391（株）クラッシー 代表 

その他(早朝等)緊急連絡先 080-6390-6171 (株）クラッシー 田村 

文部科学省平成 29 年度「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」 

(女性の学びを通じた社会参画のための保育環境整備とキャリア形成の一体的な取組み推進に係る実証的な調査) 



【申込書（締切 12 月 11 日（月））】 

保護者所属/職名  

保護者氏名  

連絡先 
携帯 TEL  ※必ず連絡がつく番号 

E-MAIL  

お子様の氏名  フリガナ  

お子様の年齢                       歳 性別 男の子    女の子 

(注)イベントや１日の予定は、天候やその他のやむをえない事情により、変更することもございます。 

（※AWAサポートセンター記入→）参加費合計          円 

 

※イベントの様子(写真)をホームページやニュースレター等でご紹介をさせていただくことがございます。その際には、個人の顔と氏名が判

別されることのないよう画像を加工致します。その上で、なお写真掲載についてご許可いただけない場合は、事前にお知らせ下さい。 

行われるイベントの内容をご了承され、参加いただける場合は、下記に署名・押印をいただきますようお願い致します。 

□イベント内容に同意し、申し込みます。 
 （保護者様のお名前）                                    印   

 

 

 

 

日付 

（Ｈ29） 
イベント内容 

参加希望

日に〇 

保育希望 

時間 

12月25日 

(月) 

クリスマス会 

カップケーキをかわいくデコレーションします。クリスマスツリーを 

作ったら、キラキラの星で飾りつけ。イチゴのサンタ、マシュマロの 

オラフも飾ってみよう！ 

クリスマスのゲームをして、一日クリスマスを楽しもう！ 

  :   ～  : 

12月26日 

(火) 

ソックスパペット発表会 

アメリカ TV でおなじみのソックスパペットを海外コミック風に 

仕上げてみましょう。想像力を膨らませて、いろいろな表情に 

挑戦してみましょう。素敵なイマジネーションを存分に刺激する 

Activity！先生たちのパペットショーもお楽しみに！ 

  :   ～  : 

12月27日 

(水) 

鏡デコレーション 

今年は Face がテーマ。最後は「自分に向き合う」Activity。 

鏡を素敵にデコレーションして、毎日素敵な笑顔を鏡で 

確認してみよう。ちょっと変わった“おもちゃでデコレーション”！ 

自分の好きなおもちゃや雑貨で、世界に一つだけの鏡を作ってみよう。 

  :   ～  : 



□注意事項 

※申込書は AWA サポートセンターで管理し、Kids Club 調査表は株式会社クラッシーへ提出しますが、他の目的で利用するこ

とはございません。 

【参加日について】 

参加日決定のご連絡は、12月14日(木)～12月15日(金)までにAWAサポートセンターの代表メールからお送り致します。 

上記期間を過ぎてもメールが届かない場合は、直ちに AWA サポートセンターまでご連絡ください。 

※申込み者多数の場合は一人あたりの利用日数をセンターで調整させていただく場合がございます。 

 

【参加費について】 

お子様の参加費用を一部ご負担いただくこととなりました。 
※お子様 1 人につき 2,000 円/1 日です。 

  領収書を発行致します。お釣りのないようにご準備ください。 

※集金場所：蔵本会館 2 階多目的室です。 

  参加費は、参加日ごとに当日分を集金させていただきます。 

 

【変更・キャンセルについて】 

変更：申込み締切日以降の日程変更はできません。 

キャンセル：12 月 20 日までに AWA サポートセンターにお申し出ください。 

       保育士を事前に確保しているため、やむを得ない事情の場合を除き 12 月 21 日以降のキャンセルは、ご遠慮くださ

い。 

 

【大雪時等の対応について】 

Kids Club 開催当日 6：00 am の時点で下記のいずれかの警報が発令されている場合は当日の Kids Club は中止となり

ます。 

1）「大雪警報」が発令されている 

2）「大雨警報」「暴風警報」の 2 つの警報が同時に発令されている 

3）特別警報が 1 つでも発令されている（種類問わず） 

6:00 am 以降に発令された場合は、原則開催予定です。 

台風・大雪等災害により中止になった場合の振替・延期はございませんのでご了承ください。 

 

【持って来るもの】 

① お着替えセット    

② 水分補給のための水筒   

③ お勉強に必要な冬休みの宿題・テキスト・本等  

   ※宿題（お勉強）タイムが設けられています。ご自身で勉強用具（宿題・問題集・本等）をご準備ください。 

④ タオル 

⑤ お弁当(当日作ったものまたは購入したものをご持参下さい。) 

⑥ 帽子、虫刺され対策 

 

 ※ 最近、無記名の忘れ物が多くなっています。持ち物すべてにお名前を必ずご記入下さい。(下着・着替え・くつ 等)  



【申込書の記入について】 

申込書の同意欄に必ず、保護者様の氏名をご記入の上、押印していただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

【調査票の記入について】 

徳島大学 AWA サポートセンター、シッターサービス及び Kids Club をご利用の皆様へ 問合せの多い案件について、ご連絡さ

せて頂きます。 

① 調査票の「保険証番号」について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査票・承諾書の「自署・押印」について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの承諾書は、お預かり日にお子様が急に病院へ行く必要がある場合、保護者様の到着を待たずに、病院へ行く事に関する

「承諾書」です。保険証番号は、その際に必要になります。必ず、保護者様の氏名をご記入の上、押印したものを提出して下

さい。ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

行われるイベント内容に同意し Kids Club にご参加いただける場合は、下記に署名・押印をいただきますようお願い致します。 

 

□イベントの内容に同意し、申し込みます。 

 （保護者様のお名前）    ※署名後の押印をお忘れなく   ⇒ 印  

 

  


