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⼀��団��changesとは

����①

（�立⽬的と��）��・��業界で�供たちと�わる中で、

主体的に�え・�び・�⾏できるよう�援することの重�性を�じ、

アーティストと����の�員が共に立ち上げた��利活動��で、

2017年6⽉25⽇に�立。
（��）共⽣��の�現を⽬指すため、��・年�・成�歴に�わらず

⾃⼰�現することを⽬的とした「Belief」という��イベントを主�・��
・��。�べ6000�の来場を�保。また���・�都�の���師として
⼩��や�別�援��への�現指�を⾏っている。

�どもたちの発�の場だけでなく、発�までの��も財�あるものに

したいと思い、瀬⽥��ツムグを�立。コロナ�中、休�中のこども�へ

⾏ったZOOM�びが�⽬され、びわこ��・NHK⼤津で�り上げられる。

スタッフ��

運営責任者

尼崎 真実

育成⽀援員

内⼭ 康⼦

障害者・外国⼈

・専⾨学校での

教育現場、⾃⽴

⽀援に携わる

ツムグの⺟として

⾷育・⾃⽴⽀援

に⼒を注いていま

す。

顧問 KATSU
◎⾳楽講師

Remix�Contest
では⽇本⼈唯⼀の

TOP20に⼊る
ダンスでは世界

⼤会第２位の実績

を持つ

他 �岩﨑 ⼣貴：ゆっきー
  （育休中）

  �⽯塚 隆志：たっちん
  �中⻄ 彩乃：あやちゃん
  �荻下 幸⼦：さっちゃん
  �⼤柴 直⼦：なおちゃん

経験豊富なスタッフで

運営しています！



プログラミング

村尾 愛⼦

空⼿

⼭本 良太郎

�
元電気メーカーの

エンジニアがモノ

づくりの楽しさを

伝えます

�
正剛館草津道場を

開設。空⼿道５段

⽇本スポーツ協会

公認上級コーチ。

アーティスト��

ジャグリング

酒⽥ しんご

�
10歳より独学で
始め、17歳で
セブンボールの

公式⽇本記録を

樹⽴

ヨガ

中村るみ

�
世界的な資格

である全⽶

ヨガアライアンス

RYT200を取得。

ダンス

YOPPY
�

ダイナミックでパ

ワフルな動きや、

繊細なステップ

ワークなど様々な

スタイルを

得意とする �

イラスト

じゃば
�

東京で10年
マンガ家として

活動を続ける。

絵を描く

楽しさを伝えます

経験豊富なプロ講師が、⼦どもたちの「キッカケ」創出

パティシエの資格をもつスタッフが

2名在籍。毎⽉検便検査をしています。
毎⽉の誕⽣⽇会では⼦どもたちの

リクエストに応えてケーキを作ります�



ツムグの��

多彩なワークショップで⾃分の「好き」「⾯⽩い」を新発⾒

⼿作りおやつで「おいしく」「楽しく」⾷べる



令和４年度 瀬⽥学舎ツムグ新規⼊会のご案内

瀬⽥学舎ツムグでは、保護者が就労等により昼間家庭に居ない児童を対象に

放課後及び学校休業⽇に、適切なあそびと⽣活、体験の場を提供し、その児

童の健全な育成を図り、また児童の持つ様々な可能性に触れ、成⻑をともに

⾒守ります。

受付期間(令和４年４⽉から⼊所を希望する⽅)���

※１次調整受付期間で定員に達した場合は、２次調整以降で申請をしても

 待機となる場合がありますので、１次調整期間で申請をしてください。

※⼊会申請書類に基づき、低学年から順にツムグでの保育の必要性が⾼い⽅

 から⼊会していただきます。

 （保護者の就労時間、家庭・児童の状況等により総合的に判断します）

調整区分 対象児童 受付期間 結果通知

１次調整

２次調整

⼩学⽣
１⽉７⽇（⾦）〜１⽉２８⽇（⾦）

２⽉１⽇（⽕）〜２⽉２５⽇（⾦）

２⽉中旬

申請後、

１週間以内

�  ア 保護者の就労（1か⽉15⽇以上、1⽇実働5時間勤務）
  �イ 産前産後 (産前２カ⽉から産後６カ⽉まで(ただし出産⽇を除く))
  �ウ 保護者の疾病
  �エ 就業を⽬的とした職業訓練、学校への就学（時間はアに準ずる）
  �オ その他上記に類する理由   ※求職中での申請はできません。

申請の⽤件

⼩学校１年⽣〜６年⽣

保育料に滞納がないこと。

次に掲げる理由により保護者が昼間、

児童の世話を⼗分にできないと認められること。



申請に必要な書類

①�⼊会申請書�
 ＊児童の学年は、⼊会時点の学年をご記⼊ください。

②�保護者の就労状況証明書（詳細下記の通り）
 ＊兄弟姉妹で同時に⼊会される場合は就労状況証明書のみ⼀⼈分で

  構いません。

③�保育料等減免申請書     ※①〜③は年度ごとに申請が必要です。
④利⽤アンケート（新規⼊会ご希望の⽅のみ）

・公設クラブと⺠設クラブを併願する場合は、各々のクラブについて

 申請が必要です

※複数のクラブから⼊会許可を得たときは、⼊会しないクラブへ速やかに

 ⼊会辞退の連絡をしてください

産前産後休暇

⼊会を希望する理由 必要添付書類

会社勤務

⾃営業

保護者の就労

産前

産後

就労状況証明書（勤務先の証明を受けたもの）

就労状況証明書記⼊の上、

開業届（収受印のあるもの）または

⾃営業である証明となる書類の写しの添付

（確定申告書等）

⺟⼦健康⼿帳や医師の診断書等、出産予定⽇が

確認できるもの(写し可)

出⽣証明書や⺟⼦健康⼿帳等、出産⽇が確認できる

もの(写し可)

保護者の疾病 医師の診断書(写し可)

就業を⽬的とした

職業訓練・学校への就学
就学を証明する書類及び時間割と就学期間

がわかるもの(写し可)

⼊会理由ごとに必要な書類が異なります



休所⽇

・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始(12/29〜1/3)
・台⾵や災害が起きた場合、感染症等において学級閉鎖になった

 場合は学校に準じます。

・お盆期間は、家庭保育協⼒期間となっております。

毎⽉末⽇が退会⽇となりますので、退会届出書を退会予定⽇の前⽉２０⽇まで

に提出をしてください。期⽇までに提出をしていただけない場合は、

翌⽉の保育料を納付いただく場合があります。

（⽤紙は学童に直接お申し出ください）

退会について

⼊会の取り消しについて

⼊会時に必要な料⾦について

・初回登録料         １０，０００円（全員対象。初回のみ）

・スポーツ安全保険         ８００円

・プログラミングアカウント利⽤料  ８００円（予定） 

・連絡袋（連絡帳・集⾦袋）     ２００円

①�⼊会基準を満たさなくなったとき
 �例）保護者が育児休業時間を産後６ヶ⽉経過したあと、就労復帰しない場合
 �例）年度途中に離職し、求職期間が３ヶ⽉以上を超える場合
②�⼊会申請書類に虚偽があったとき
③保育料を３ヶ⽉以上滞納したとき

④クラブの管理運営上⽀障があるとき

開設⽇及び開設時間など

基本保育時間

・平⽇�→�放課後から18時00分まで
・⼟曜⽇、学校休業期間�→�8時30分から18時00分まで

延⻑保育時間

18時00分から19時00分  ※⻑期休暇の早朝保育は8時00分から

※⼟曜⽇は18時00分までの保育となります。
⻑期休暇期間

8時30分から18時00分



保育料について

通年⼊会児童（１⼈あたり）※新⼀年⽣ 定員８名

 ��期間         �����基本保育料⾦  

１５，０００円∕⽉

８⽉（夏休み期間）

４⽉〜３⽉（⻑期休暇⽉を除く）

⼟曜⽇（〜１８：００）    ２，０００円∕⽇

１，０００円∕半⽇

１８，０００円∕⽉

 ��期間         �����基本保育料⾦  

通年⼊会児童・学校休業期間

１２⽉（冬休み期間） １７，０００円∕⽉

春休み期間 １７，０００円∕各⽉

⼟曜⽇（〜１３：００）

 スポット利⽤     ２，０００円∕１⽇（⼟曜のみ） 

            ※前⽉下旬に利⽤アンケートを配布し、

             提出いただきます。

  おやつ代      ３，０００円∕⽉

延⻑料⾦（18:00〜）�  �５００円∕１回  ５，０００円∕⽉
早朝保育（〜���8:30）�  �３００円∕１回  ３，０００円∕⽉

※延⻑保育申請兼登録を⾏った時点でご利⽤実績がなくても徴収対象となります。

 希望しない場合は前⽉２０⽇までにお申し出ください

おやつ、⼣⾷、延⻑料⾦について

ご利⽤は「A通年」と「B学校休業期間」

フルタイム⇒通年⼊会

1か⽉15⽇以上、1⽇実働5時間勤務 ����⇒通年⼊会

普段は学校が終わるタイミングで仕事が終わるけれど、

朝から家で⾒られない       ���⇒⼀時⼊会



おやつ、⼣⾷、延⻑料⾦について

１８，０００円∕⽉

４，０００円∕⽉

 ��期間         �����基本保育料⾦  

４，０００円∕各⽉

８⽉（夏休み期間）

冬休み期間

春休み期間

⼀時⼊会・学校休業期間

その他

・保育料やおやつ代以外に⾏事費など、実費負担が必要となる事があります

・プログラミングのデジタルノート代が有料となります

 （2021年度 年間800円、2022年度調整中)
・学校休業⽇及び給⾷がないときはお弁当を持参していただきます

 （クッキング⽇有）

・連絡帳は無くなり次第、連絡袋は年度ごとに新調し、別途徴収いたします

・保育時間中に服が汚れて着替えが無い場合は、ツムグの着替えを使⽤

 いたしますが、下着は⽤意しておりませんので、新品をご⽤意いただく

 ことがございます

学校休業期間の申し込みについて

冬休み  １１⽉１⽇から  

春休み   ２⽉１⽇から

夏休み   ６⽉１⽇から  随時受け付けます

※定員に達し次第締め切らせていただきます

  スポット利⽤     ２，０００円∕１⽇（⼟曜のみ）

             ※利⽤アンケートを配布し、

              提出いただきます。

   おやつ代      ２００円∕１⾷  ３，０００円∕⽉

             ※８⽉のおやつ代は⽉払い、

              他の⽉は登所回数分いただきます

 延⻑料⾦（15:00〜）��  ５００円∕１回  ５，０００円∕⽉
 早朝保育（�〜��8:30）  �３００円∕１回�  ３，０００円∕⽉



お迎えについて

・原則お迎えをお願いいたします。（同意書記⼊要）

・保護者または保護者の依頼を受けた、18歳以上の⽅による送迎をお願い
 します（⼊会年度に19歳以上となる⽅）
・トラブルや事故については責任を負いかねますので、安全に⼗分に留意

 してお越しください

・駐輪場については２階⼊り⼝前にお停めください

・お迎え予定時間より前後する場合はわかり次第お早めにお知らせ下さい

（体育館移動や体験活動の兼ね合いでツムグに不在の場合もあります）

・駐⾞スペースに限りがあるので、できるだけ⾞の送迎は控えてください

 指定場所以外での駐⾞はローソン様のご迷惑となり、運営の続⾏が

 困難になりますのでご遠慮ください

 駐⾞許可証が必要になりますので、詳細はツムグまでお尋ねください

 

 ※注意後、改善の⾒込みがない、悪質の場合は退会処分とさせて

  いただきますのでご注意ください。

・通常時は児童らによる登所になります

 1年⽣は安全指導を⾏うため、4⽉は指導員が迎えに⾏きます

昼⾷・おやつについて

・⼩学校の給⾷がないときには、お弁当・⽔筒持参になります

 児童が現⾦を持参し昼⾷を買いに⾏くことは禁⽌します

・ツムグは⼿作りおやつの提供に取り組んでおりますが、アレルギーや

 ⾷べたくないおやつが出たときの対応を鑑みて、今後も⼿作りおやつと

 市販おやつの両⽅を提供することとなりました。

・感染症の拡⼤状況によっては毎⽇市販おやつにすることもございます。

 ご理解の程よろしくお願いいたします。

 詳しいご相談は、指導員までお尋ねください

学校からツムグ

ツムグからご⾃宅まで



瀬⽥東
⼩学校

ローソン
さん 至瀬田駅

連絡先・申請書類提出先

〒520-2153��滋賀県⼤津市⼀⾥⼭2-14-25��2F
⼀般社団法⼈changes��瀬⽥学舎ツムグ
LINE��������右側のQRコードより
MAIL�� �seta.tsumugu@gmail.com
Mobile���070-3982-7269

瀬⽥東⼩学校より徒歩3分
ローソン駐⾞場敷地内と
学童の⼊⼝が直結しています

様々な体験が好きや本気につながり、⼈⽣の「キッカケ」「財産」へ

外遊びの⽇

１⽇の過ごし⽅

（1〜3）
15：00 おやつ・宿題
（4〜6）
16：00 おやつ後
    �体験活動参加

15：30 体験活動
16：30 宿題
17：00 掃除

（1〜3）
15：00 下校・おやつ
16：00 宿題
（4〜6）
16：00 おやつ・宿題

16：30 みんな遊び
17：00 掃除

体験活動の⽇


