
ようちえん前に

行くところ
♪
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２歳児からの

ご入会のしおり



ようちえんごっこプチぱれっと ナツメぐみ

幼稚園前に行くところ
自分の好きを見つけるところ

ようこそナツメぐみへ
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ナツメぐみは、就園前の２-３歳児さんが、週に１日、１年間を通
して通う「集団生活の年間プログラム」です。スタッフに見守ら
れ、お子さんがはじめての仲間を感じ、ふれあい,遊びながら自
分の「好き」を見つけることができるところでありたいと願って
います。

行かなければいけないところではありません。泣いて行きたく
ないということもあるかもしれません。でも、小さいうちにたく
さん人とふれあわせたい、集団に慣れさせたい…という、保護
者のみなさんの思いに応えられるよう、精いっぱいサポートして
いきます。

ナツメぐみでのお子さんの姿は、ふだんみなさんが家で見る姿
とは違うかもしれません。私たちはナツメぐみに通う一人ひとり
のお子さんの「意欲・関心・好奇心・よろこび・かなしみ・とまど
い」を大切に、みなさんのゆたかな子育てのお手伝いをしてま
いります。

©TIKAKU



募集要項2023　ナツメぐみ

各年４月１日で２～４歳児のお子さん対　　　象

コ　ー　ス ナツメぐみ　毎週火曜日
※週１回・祝日と長期休暇を除く年間４０日

開 催 時 間 9:30～13:30　
※送りは、9:30～9:45の間にお越しください。
※迎えは、13:15～13:30の間にお越しください。　
※各自お弁当持参。慣らし保育期間（４月）は1日2時間で
   弁当不要です。

会          場 ちゃやっこひろば・チカク
倉敷市茶屋町269-1（八剣伝2階）

月　会　費 9,500円（税込）

会員登録料 入会時のみ 5,500円(税込)

入会グッズ代 入会時のみ 5,550円(税込)
※ぱれっとバッグ、お弁当袋、コップ袋、ナフキン、
　着替え袋、クレパス、カラー帽子
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お預かりするのは、保育士か幼稚園教諭資格を持ち、子育て支
援の経験を持つスタッフ２～４名です。 

また年２～３回、作業療法士が外部講師として
入り、お子さんの発達をサポートします。
Rie Child Support 引野里絵さん　https://riecs.net/



プチぱれっとが大切にしていること
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自分のことが大好きだと、
友だちのことも大好きになれると思います。
スタッフやまわりのおとなのことも信頼できる仲間だと思えます。
大きな信頼感の中で育っていってほしいと願っています。

♪友だちは仲間だと思える子に。♪

　やりたい気持ちを大切に。
プチぱれっとでは何かができるようにとか、
しなければならないということはありません。
日々の遊びも制作なども、子どもたちの
「やりたい！」気持を大切にしたいと思っています。
１年間、集団の中でいろんなことも、
みんなでやるとできちゃったりするんです。

子どもたちにはどれぞれ個性があります。
やさしい子、元気な子、ゆっくりマイペースな子、お話し好きな子、
ひとつの遊びをじっくり遊ぶ子、いろいろな子がいます。
その子のよいところをいっぱい見つけてあげたいなと思います。

　自分のことが大好きな子に。

プチぱれっとでは、自由に遊ぶ時間を大切にしています。
そして、スタッフも子どもたちと思いっきり遊びます。
夢中で遊ぶ中から、いろいろなことを知ろうとするチカラ、
人や、ものごとにかかわろうとするチカラが育まれます。
一人でできないことも集団の中では楽しめてしまうように、
集団の中でこそ育つチカラを大切にしています。

   自由に遊ぶ中でこそ成長。
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※年間予定は、その年のお子さんの様子や地域の事情によって適宜変更することがあります。

※「親子遠足」と「運動会ごっこ」は、保護者の方もいっしょにご参加ください。一年のしめく
　くり「お別れ会」は途中からご入室いただきます。ただし、これらの親子参加の行事は、その
　年の状況によって内容を変えて実施する場合があります。

おはよう！　出席シールをはるよ。

さぁ、なにして　あそぼ！ 
　　ブロック、ままごと、おえかき、つみき、パズル、電車やミニカー‥

　　好きなこといろいろ、思い思いに自由に遊びます。　　

お片づけ　じょうずにできるかな…　～トイレタイムとお茶タイム～

みんなで　いっしょに　あそぼ！
　　工作、リズムあそび、シャボン玉、お散歩、劇あそび、クッキング‥

　　季節感を大切にしながら、季節の行事や遊びを中心に、

　　みんなでルールのある遊びを楽しみます。

おべんとうタイム　みんなで食べると、うれしいね！おいしいね！

絵本タイム　パネルシアターやエプロンシアター、絵本、みんなで楽しい時間。

お帰りだよ！　お迎え　うれしいな！

4月　慣らし保育（お弁当なし）

5月　親子遠足（みんなでいくよ）

6月　水遊び

7月　七夕

8月　夏休み

9月　お月見

10月　運動会ごっこ（みんなでいくよ）　　

11月　落ち葉遊び

12月　クリスマス(サンタさんくるかな）

1月　お正月遊び

2月　節分(豆まき）

3月　お雛祭り、お別れ会

プチぱれっとの一年

プチぱれっとの一日
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持ち物・衣服など
◎ 毎回、持たせていただくもの
 ☆ ぱれっとバッグとカラー帽子：お子様本人が一目でわかる目印をつけてく
　  ださい。

 ☆ 着替え一式：上下一通りと、着替えたものを入れる口がしばれるビニール
　  袋（レジ袋等）５枚程度

 ☆ 口拭きタオルとして濡れたおしぼりを入れ物にいれ、お弁当と一緒に持た
　  せてください。手拭きタオルは、ペーパータオルを使うため不要です。

 ☆ お弁当と食具（お箸またはスプーン･フォーク）･ナフキン･コップ。お弁当は、
　  好きなものを食べきれる量、食べやすい形で入れてください。プラスチック
　  やシリコン製の飾りは、必要最小限でいいと思います。

 ☆ 水筒は、首から下げることができ、ストロータイプではないものをお選び
　  ください。

 ☆ 名札・シール帳・自由画帳｜初回にお渡しします。名札は、次の回より、服
　  につけてきてください。シール帳には毎回、出席シールを貼ります。自由画
　  帳を使い切ったら、２冊目からは各自ご購入ください。

 ☆ すべての持ち物にお名前をお願いします。クレパスには、一本ずつ、名前を
　  書いてきてください。

◎ 衣服について
 ☆ 動きやすく着脱しやすいもの。
　  遊びの中で多少汚れてもかまわ
　  ない服装。特に、タイツは排泄
　  や遊びの中で着脱しにくいので、
　  スパッツと靴下にしてください。

◎ ご寄付いただくもの
 ☆ レジ袋５枚、トイレットペーパー１巻、ティシュペーパー１箱、雑巾１枚



6

よくあるＱ＆Ａ

スタッフは、１年間通してクラス担任として
子どもたちを慈しみ、成長を見守ります。　
子育てで心配なことや、ちょっとした不安、

なんでもご相談ください。

Ｑ．まだ、オムツがとれてなくて、、、。大丈夫でしょうか？

Ａ．ハイ、大丈夫です。そういう方は多いですよ。
　 子どもの状況にあわせて無理なく声かけしますし、
　 まわりでトイレでできる子がいると刺激になるみたいです。

Ｑ．お弁当を自分だけでは、上手に食べれないのですが、、、。

Ａ．みんな初めはそうです。すこしずつ練習です。
　 だんだん上手に食べれるようになりますから待っててください。
　 みんなで食べると楽しいなって感じることを大切にします。

Ｑ．お母さんから離れたことがないので、きっとすごく泣きます。
 どうしたらいいでしょうか？
　
Ａ．不安で悲しくて泣いちゃいますよね。
　 泣かない子だってやっぱり不安なのです。
　 泣くことも自分を表現する一つの方法なので、
　 泣いてもいいよって、思います。
　 でも必ずちゃんと凛々しく泣きやんで遊び始めます。
　 お迎えの時、ギュって抱きしめてください。
　 それで、ＯＫです！スタッフは全力でサポートします。
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プチぱれっとでは、以下の補償制度に加入させていただいております。
このような補償を利用する機会がないようスタッフ一同つとめる所存ですが、万が一さけがた
い理由によりお子さまが事故に遭われた場合は、この補償の範囲にてその責任を賜りたいと
存じます。
福祉事業者総合補償制度"まごころワイド"は、福祉事業の振興を目的とし、京都府社会福祉協議会・京都
市社会福祉協議会・保険代理店 ㈱S.R.M.・引受保険会社三井住友海上火災㈱が協議のうえ、ご提供をさ
せていただいています。

福祉事業者総合補償制度“まごころワイド"についてのお知らせ

対物賠償
（1事故）

保管物・人格権侵害・純粋経済損失賠償
／初期対応・見舞費用

1事業者において、年度内100万円限度3億円

◎ 賠償責任補償制度の補償内容

3億円

※対人賠償・対物賠償については、年間の支払限度額はありません。
※保管物賠償については、１回の事故につき5,000円の自己負担（免責）があります。

対人賠償
（1事故）

3日以内

7日以内

8日以上

15日以上

31日以上

46日以上

1万円

2万円

3万円

5万円

10万円

20万円

5,000円

1万円

2万円

3万円

5万円

10万円

対象者がサービス利用中（通所の場合、利用するための通常の往復途上または送迎サービス中を含む）に
急激・偶然・外来の事故により身体に傷害を負った場合で、加入事業者が傷害見舞金規定に従い、見舞金
を支払う補償制度です。
※要、備え付け名簿。

◎ 登録利用者向けの傷害見舞金補償制度

入院見舞金

50万円

死亡見舞金 入院・通院日数 通院見舞金
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ようちえんごっこプチぱれっと 基本 会則
＜入　会＞
本会則内容をご確認の上、所定の申込書を同意のご署名ご捺印の上、ご提出いただいた時点で
入会といたします。併せて所定の会員登録料及び諸経費をお支払いください。

＜会　費＞
会費は原則として毎月月末に次月会費を前納払込とし、夏冬春休みのある月も同じくお支払
いいただきます。また一旦納入された諸会費は、理由の如何にかかわらず返還はいたしませ
ん。年一括払いも可能です。

＜退会、変更、休会等のお手続き＞
事情があり退会する場合およびご利用内容に変更のある場合は、20日までに電話でお届けく
ださい。なお、けがや病気、保護者の里帰りなどの事情で一カ月以上欠席する場合は、休会と
して、籍を置いたまま会費より1,000円（税別）×欠席した開設日数を後日返金いたします。事
前にお申し出ください。

＜災害・天候等による免責について＞
災害（地震や台風、伝染病など）発生時および行政機関からの活動自粛要請等、不可抗力によ
りお子様の安全が保障できかねる場合は保育を中止することがあります。その場合は、返金、
振替日等は設定いたしません。天候や体調に不安がある場合は保護者様にてご判断ください。

＜除　名＞
本会則に違反する行為のあったとき、故意に本会の施設設備を破損したとき、本会の品位を傷
つけ，本会の秩序を乱したときは除名とさせていただくこともあります。

＜おたより＞
毎月配布する「各くみだより」に毎月の予定や連絡事項、お願い等が記載されますので、必ず
目を通してご確認ください。また、お知らせしました予定も天候やお子様の様子等により変更
することがあります。

＜服　装＞
動きやすく着脱しやすい、また遊びの中で多少汚れてもかまわない服装にしてください。

＜送　迎＞
できるだけ徒歩あるいは自転車をご利用ください。やむをえず車を利用する場合は、会場と近隣
のご迷惑にならないよう、十分にご配慮ください。また、別の方がお迎えに来る場合は、必ず事
前にご連絡ください。ご連絡のない場合、確認ができるまでお待ちいただくことがあります。

＜緊急時の連絡＞
保育スタッフより確認のお電話をさせていただくことがあります。お子様のお預かり時間中は着信
に気を配り、見覚えのない電話からにも出ていただきますよう、お願い申し上げます。

＜欠席、遅刻の連絡＞
必ず事前にご連絡ください。公式ラインでご連絡いただけると助かります。
■ご入会後にお知らせする公式LINE
■メール:ekinotikaku@gmail.com   ■電話:070-5050-7730

＜個人情報の保護＞
会員の方々の個人情報について慎重に配慮し適切な取り扱いにつとめます。また、お子様に関
する緊急連絡を必要とする場合や運営上必要な場合に使用する連絡網への記載をご了承いた
だき会員間の緊急連絡にのみ使用させていただきます。
                                                     　　　　　　　　　　　　　　　以上
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■□オンライン説明会□■
ご入会の流れ

ご入会の流れ

● QRコードかリンク先の指定フォームよりお申し込みください。
● 「入会のしおり」を事前にご確認ください。

▽説明会申込フォームURL
https://forms.gle/cppFajnfRW79RG8N6

■□手続き□■
● オンライン説明会に参加後、「入会申込書」「お子様について」のフォームに入力し
　 て送信してください。ページ下のQRコードから読み込んでください。
● 受信後、折り返しご連絡します。翌日までに連絡がない場合は、ご連絡ください。
● 内容を確認して、入会の可否をお知らせいたします。  
● 入会のお子さんと、面接・手続きにご参加ください。お子さんの健康保険証のコ
 　ピーをお持ちください。
● 日程は、ご要望によって調整します。

● 利用者用の駐車場はありません。周辺の駐車場の利用をお願いしています。
● 必ず、ekinotikaku@gmail.comからメールが受信できるよう、設定を確認して
 　ください。
● 転勤・引っ越しなどご都合で入会の決定が遅れる場合は、早めにお知らせください。
● 会費の支払方法などについては、別紙でお知らせします。

お問い合わせはちゃやっこひろばの公式ラインか、電話かメールでお問い合わせください。
ちゃやっこひろば・チカク（倉敷市地域子育て支援拠点)
倉敷市茶屋町269-1 植野ビル2階 〒710-1101
TEL：070-5050-7730/ひろば(平日9:30～15:30） Mail：ekinotikaku@gmail.com

入会申込書 お子様について
(現状と健康に関すること) プチぱれっとについて
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一般社団法人チカク のこと
チカクという少し変わった社名は、「倉敷チボリ公園のカルチャー倶楽部」のメンバーが、「チボ

リの精神の核となるもの」を残そう、駅前のちいさな森の未来を「駅の近く」で見守ろうと考

え、倉敷チボリ公園の閉園直前の平成20 年12 月26 日に設立したことから、名づけました。

一般社団法人チカクは、こどもたちのゆたかな未来を育む「大人の枠組」として、未来に先送り

されている「負の遺産」を少しでも軽減することを目的に、さまざまな活動を行なっています。

「一隅を照らす志」を忘れず、「希望」を持ち「未来」を見据えながら、
「時の最善」を実行していく。

経営理念

Event
 イベント・講演会・研修などの企画制作・運営
夏休み★宿題応援団／阿智のもりで学ぼう！遊ぼ
う！／楽育講座など

Network
 地域貢献活動の企画立案から情報発信まで
防災体験プログラム／子ども防災ネットワークおか
やま、倉敷まちづくりびと展（倉敷市委託事業）

４つの事業領域

Support
 こども&子育て支援、女性の就労支援
ようちえんごっこプチぱれっと（経済産業省コミュ
ニティビジネスノウハウ移転事業）、ちゃやっこひ
ろば・チカク（倉敷市地域子育て支援拠点事業）

Entertainment
 エンターテイメント企画制作・運営
アンデルセンミュージカル「ハンスの冒険」公演
事務局、キャラクター管理



携帯から
チェック！！

TEL.080-2900-8110（代表）  TEL.070-5050-7730（ちゃやっこひろば）
E-mail. ekinotikaku@gmail.com　http://www.ekinotikaku.com

一般社団法人チカク
〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町269-1　植野ビル２階

ちゃやっこひろば・チカク
倉敷市地域子育て支援拠点

開催日：[月曜、水～金曜] 10:00～15:00、[定休日] 火・日・祝日、年末年始
場　所：倉敷市茶屋町269-1　植野ビル2階
※利用者の駐車場はありません。
※詳しくはひろば直通070-5050-7730（9:30～15:30)にお問い合わせください。

おもに0歳～3歳のこどもと保護者が気軽に安心して集えるスペースです。

ジュンテンドー

J
R
茶
屋
町
駅

市立茶屋町
西幼稚園
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	4ページ
	5ページ
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	11ページ
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