徳島大学 AWA サポートセンター
徳島県医療従事者支援事業

徳島大学夏休み Kids Club2018 ご案内
平素は、徳島大学 AWA サポートセンターの活動にご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、本センターでは、本学教職員の仕事と育児の両立を目的に、学内保育環境整備の充実を図る支援事業の
ひとつとして、夏休み Kids Club（幼児・学童一時預かり保育）を開催いたします。
本事業では、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を対象
に、学内で楽しく遊びながら、英語を学んだり、宿題をして過ごす夏休みのイベントを企画しております。
つきましては、添付の注意事項をご確認のうえ、お申込いただけますようご案内いたします。
【開催期間】

【開催時間】
【開催場所】
【対
象】
【朝お迎え】

【募集定員】

【参 加 費】
【昼
食】
【お や つ】
【募集締切】
【申込方法】

【参加通知】

【留意事項】

平成 30 年８月 20 日（月）～８月 24 日（金）
※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。
1 日の流れ
7 時 30 分～18 時 00 分
蔵本会館 2 階 多目的室①④
7：30 Open（自由遊び）
Study Time（宿題）
4 歳児～小学 6 年生まで
9：30 English Time ～英語であいさつしよう～
朝のお迎えバスをご用意します。
10：00 ～Activities ①～ Program on the day
(無料:定員 10 名まで)朝のみ
※内容は日によって異なります
12：00
Lunch
Time
※注意事項を必ずお読みください。
13：00 Study Time（宿題）
対象：下記地区職員のお子様
Story Time（絵本読み聞かせ）
Free Play（自由遊び）
・常三島地区 ７時３０分 附属図書館前
15：00 Snack Time
・新蔵地区
７時４5 分 正面玄関前
15：30 ～ Activities ②～ Playing Game
30 名/1 日
※内容は日によって異なります
16：30 Free Play（自由遊び）
※申込者多数の場合は、センターにてお一人
18：00 Closed
あたりの利用日数を調整させていただきます。
2,000 円/1 日(お子様１名につき)
当日調理または購入したものをご持参ください。
株式会社クラッシーがご用意します。
平成 30 年７月 1７日 (火) 必着
【様式 1:申込書】は、ご記入のうえ、メールにファイルを添付して送付ください。
【様式 2:同意書】及び【様式 3:調査票】は、署名・押印のうえ、学内便にて送付ください。
※お子様 1 人につき各 1 枚ずつの提出が必要です。
平成 30 年 8 月６日(月)までに、参加確定通知をメールにてご連絡いたします。
※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。
※イベント予定、保育内容は、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
ますので、ご了承ください。
※悪天候等のため、やむを得ず、中止の場合については、別紙注意事項をご確認ください。
※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きます。
写真掲載について、ご許可いただけない場合は、事前にお知らせください。
※育児支援事業の充実を図るため、終了後、ご参加の皆様へ、Web アンケート調査をお願いし
ますので、ご協力願います。

お問合せ・申込み先
体調不良でのお休みや登園時間が変更になった場合は、下記へ連絡してください。

徳島大学 AWA サポートセンター

参加当日の連絡先

Tel：088-633-7538 内線 83-7629

9:00～18:00

e-mail：awa@tokushima-u.ac.jp

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

担当：AWA サポートセンター 中島・森

徳島大学夏休み Kids Club 2018 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。
【様式 2 同意書・様式３調査票について】
お申し込みのイベント内容を十分にご理解いただき、必ず、保護者の方の氏名をご記入の上、押印いただき、
「様式 2 同意書」
「様式 3 調査票」を一緒に、学内便にて、AWA サポートセンターまでご提出ください。
【参加日について】
参加日決定のご連絡は、８月６日(月)までに AWA サポートセンターの代表メールからお送りします。
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、1 日定員 30 名とし、利用日、日数をセンターで調整させていただきます。
【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。お釣りのないように、ご準備ください。
終了後、参加日数分の各領収書を発行いたしますのでご了承ください。
※集金方法：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。
（集金場所：蔵本会館 2 階多目的室 受付）
【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：8 月９日(木)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、
８月 10 日(金)以降のキャンセルは、ご遠慮ください。
【お迎えバスのご利用について】※費用無料：定員 10 名 注）定員を超えた場合はご利用いただけません。
常三島地区、新蔵地区の朝のお迎え場所には、安全確保対策のため、お子様がバスに乗車するまで、
必ず、保護者様が同伴してください。
なお、道路交通状況により、バスの到着が遅れる場合がございますので、ご了承ください。
万が一、事情により、お迎えバスが中止となった場合は、乗務員より保護者様の携帯へご連絡いたします。
保護者様のご都合により、バス発車時刻に間に合わない場合は、直接、蔵本会館までお越しください。
（※次のお迎えの時間もございますので、5 分間待機いたします。
）
【大雨等悪天候の対応について】
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）「大雨警報」
「暴風警報」の 2 つの警報が同時に発令されている
２）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・地震等、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お勉強に必要な夏休みの宿題・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ください。)
⑥帽子、虫刺され対策
※無記名のため、返却できないお忘れ物がございます。
必ず、持ち物すべてに、お名前をご記入ください。(着替え・下着・靴下・かばん・帽子等)

【調査票記入要領について】
下記の記入要領をご確認のうえ、
「様式３調査票」にご記入いただき、
「様式 2 同意書」と一緒に学内便にて
ご提出ください。
※注）
「様式１申込書」は、メールの添付ファイルにて、AWA サポートセンター（アドレス：awa@tokushimau.ac.jp）までお送りください。

①「保険証番号」について
保育中、緊急に病院にて処置が必要なケガや病気をした場合、直ちに保護者に連絡をとり、保護者の到着を
待たずに、病院にお連れいたします。医療機関へ提示するため、被保険者証の番号が必要になります。

被保険者証の赤枠箇
所の記号と番号を
ご記入ください。

②「アレルギーの有無」について

おやつを準備いたし
ますので、 必ず、
アレルギーの有無と
詳細について、ご記
入ください。

有無について、記入漏れがありますので、ご留意ください。

③「承諾書」（署名・捺印）について
保育中、緊急に病院にて処置が必要なケガや病気をした場合、直ちに保護者に連絡をとり、場合によっては、
保護者の到着を待たずに、病院にお連れいたします。
調査票に、必ず、署名、
上記について、ご承諾のうえ、署名、捺印をお願いいたします。
捺印のうえ、ご提出く
ださい。
署名・捺印がない場合
は、参加できませんの
でご留意ください。
署名

徳島大学夏休み Kids Club2018 朝お迎えバス停留場所
常三島地区

新蔵地区

附属図書館

正面玄関前

北側（玄関前）

徳島大学夏休み Kids Club2018 開催場所

蔵本地区

蔵本会館

北側

