
ようちえん前に

行くところ
♪

ようちえんごっこ
プチぱれっと

２歳児からの

ご入会のしおり

ようこそプチぱれっとへ
「ようちえんごっこ プチぱれっと」は、

幼稚園入園前の２歳から４歳までのお子さんを、

地域の公民館や集会所で、週1回から3回、約3時間、

経験豊かな保育士がクラス担任となりお預かりして

一緒に過ごす「集団生活の年間プログラム」です。

子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所を、という

母の想いから生まれた、この「子育て支援サービス」は、

1998年に大阪府高槻市で産声をあげ、

現在も、たくさんの子どもたちが通っています。

幼児期に人との信頼関係の核を築くこのプログラムを

岡山では一般社団法人チカクがサポートしています。



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、開設時期や地域によって適宜変更する場合があります。
※季節の行事やお楽しみもあります。親子遠足と運動会は保護者の方も一緒に参加してくだ
　さい。また一年のしめくくり「お別れ会」は途中からご入室いただきます。

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　七夕

7月　水遊び

8月　夏休み

9月　お月見

10月　運動会　　

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



プチぱれっと募集要項
各年4月1日時点で2～4歳のお子さん対　　　象

コ　ー　ス 週１回コース（年間40回）、週２回コース（年間80回）

開 催 時 間 [岡山会場]10:00～13:00、[倉敷会場]10:00～13:00
※各自お弁当持参。
　慣らし保育期間（4月）は1日2時間で昼食なし。

会場・開催日 ※開催は祝日と長期休暇はお休みです。

【岡山会場】岡山市北区野田5丁目1-30
                 清幸マンション 野田105号室
                 スモモぐみ 水･金曜日 各曜日定員8組程度

【倉敷会場】倉敷市茶屋町269-1 植野ビル2階
                 ちゃやっこひろば内
                 ナツメぐみ 火曜日 曜日定員10組程度

月　会　費 ①週１回コース(年間40回)　 7,700円(税込) × 12カ月
②週２回コース(年間80回)　13,900円(税込) × 12カ月 

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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ようちえんごっこ プチぱれっと

◎ 毎回、持たせていただくもの（すべての持ちものには全部に名前を書いてください。）
 ☆ 名　札 （こちらで用意しますので、毎回　服につけてきてください。）
 ☆ ぱれっとバッグ （お子様本人がひとめでわかるように目印をつけてください。）
 ☆ シール帳 （こちらで用意します。毎回出席シールを貼ります。）
 ☆ 着替え一式 （上下ひと通りと、着替えたものを入れるスーパーの袋５枚程度）
 ☆ 手拭きタオル （かけられるように、ハンドタオルにループをつけてください。） 　
 ☆ 口拭きタオル （ぬれたオシボリを入れ物にいれてお弁当といっしょに）
 ☆ おべんとう、お箸又はスプーン・フォーク、ナフキン、コップ　
 ☆ カラー帽子 （お子様本人がわかるような目印をつけてください。）
 ☆ 水筒（肩から下げることができるもの。ストロータイプではないもの）
 ☆ クレパス （1本ずつに名前を書いてください）
 ☆ お絵かき帳 （こちらで用意しますが　次からはご購入ください。）

◎ ご寄付いただくもの
 ☆ レジ袋5枚、トイレットペーパー1個、ティッシュペーパー1箱、雑巾1枚
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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ゆうちょ銀行ご口座より前納払込とし、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）発生時及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、確認が取れ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＞
次のいずれかの方法で、必ず事前にご連絡ください。
■ご入会後にお知らせするLINE   ■ショートメール:090-2295-3420
■メール:ekinotikaku@gmail.com   ■電話:080-2900-8110

＜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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ご不明の点は、一般社団法人チカクまでご連絡ください。

　 ０８０-２９００-８１１０　　050-3488-4116

■□オンライン説明会(ZOOM)□■

ご入会の流れ

〒710-1101 茶屋町269-1 植野ビル２階

ホームページで募集要項をご確認の上、
オンライン説明会にご参加ください。
右記のQRコードからお申し込みいただけます。
▽申込フォームURL
https://forms.gle/cppFajnfRW79RG8N6

■□手続き (第１期)□■
● ご入会希望の方がお子さん同伴でご参加ください。手続き日程はオンライン説明
　 会お申込時に選択できます。
● 入会申込書、お子様の状況用紙を当日ご持参いただくか、後日郵送でお届けくだ
　 さい。
● ご要望によって日程を追加します。定員は１日６組程度です。

会費のお支払方法 ※入会時はゆうちょ銀行のみとなります。

● 銀行からお振込みの場合、お子さんのお名前でお振込みください。
　 ゆうちょ銀行｜ゆうちょ銀行から　15470－12950181
　 ゆうちょ銀行｜他行から　店名五四八／ゴヨンハチ 店番548（普）1295018 一般社団法人チカク
　 トマト銀行　茶屋町支店（普）1562642 一般社団法人チカク
　 ジャパンネット銀行　ビジネス営業部（普）2912691 一般社団法人チカク
● 電子決済サービスご利用の場合、各会場にあるＱＲコードを読み取って、スマートフォンから送金し
    ます。送金者のお名前の確認のため、送金することを伝えてから操作してください。
    現在使える電子決済サービスは次の通りです。○PayPay ○LINEPay ○auPAY ○d払い ○メルペイ

■□ご入会□■
ご入会の決定は原則として、説明会後、入金を含むお申し込み手続き先着順となります。
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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）  FAX.050-3488-4116
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
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市立茶屋町
西幼稚園


