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運営概要
＜民間学童保育＞
●じゃんぷ鷺宮クラブ（東京都中野区）
TEL）03-5848-8457／080-4345-9629
✉jump.nakano.saginomiya@gmail.com
〒165-0032 東京都中野区鷺宮5-24-23鷺宮パレス101

●じゃんぷ中野中央クラブ（東京都中野区）
TEL) 080-4742-0154／03-6382-6375✉ jump.nakano.tyuuou＠gmail.com
〒164-0011 東京都中野区中央5-40-18キャピトル丸山2階

---------------------------------

●じゃんぷ中青木クラブ（本部・埼玉県川口市）
TEL)080-3917-0177  ／ 048-253-5949   ✉ jump.nakaaoki@gmail.com
〒332-0032 埼玉県川口市中青木1-9-18ハイリーハイツ中青木103

----------------------------
●じゃんぷ下前クラブ（埼玉県戸田市） ●じゃんぷ下前2号クラブ（埼玉県戸田市）
●じゃんぷ下戸田クラブ（埼玉県戸田市） ●じゃんぷ川岸クラブ（埼玉県戸田市）
●じゃんぷ東元町クラブ（東京都国分寺市） ●じゃんぷ東戸倉クラブ（東京都国分寺市）
●じゃんぷ千寿クラブ（東京都足立区） ●じゃんぷ九段クラブ（東京都千代田区）
●じゃんぷ小川クラブ（東京都小平市） ●じゃんぷ甲子園クラブ（兵庫県西宮市）
●じゃんぷ武庫之荘クラブ（兵庫県尼崎市） ●じゃんぷ尼崎駅前クラブ（兵庫県尼崎市）
●じゃんぷ中道クラブ（北海道函館市） ●じゃんぷ杉並クラブ（北海道函館市）

●じゃんぷ本町クラブ（東京都国分寺市）

●じゃんぷ甲子園南クラブ（兵庫県西宮市）
----------------------------
＜公立学童委託運営＞
〇舟戸小放課後児童クラブ
〇青木中央小放課後児童クラブ
〇並木小放課後児童クラブ
〇芝小放課後児童クラブ
〇新郷小放課後児童クラブ
〇慈林小放課後児童クラブ
〇蕨留守家庭児童指導室塚越地区（B館）
〇蕨留守家庭児童指導室北町地区（C館）
---------------------------
＜指定管理事業＞
鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ
鴻巣市立南放課後児童クラブ
---------------------------
＜放課後子供教室＞
◎新郷小学校放課後子供教室◎芝中央小放課後子供教室
◎根岸小放課後子供教室 ◎戸塚綾瀬小放課後子供教室
◎青木北小放課後子供教室

2018年度埼玉・教育ふれあい賞を受賞



• 子どもたち一人一人の思いを大切にし、保護者の方と支援員とでしっかりと受け

止め、子どもたちを真ん中にともに育みあう関係を築いていきたいと考えていま

す。

• 学童保育は働く方を支援していくことは勿論ですが、地域の方々の連携を大切に

する施設として、気楽に利用できるようにしていきます。

ここに集って「心が安らいだ」「あたたかい場」と

感じていただけるような場所で在りたいと考えています。

• 人として生きていく上での礎を、しっかり身につけた子どもたちを育みます。

• 年上の子どもは年下の子どもを庇い、年下の子どもは年上の子どもを敬い、たが

いの立場を認め合う関係を築きます。

• 心身ともに健康に豊な感性と生きる力を持った子どもたちを育成します。
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学童保育じゃんぷとは、平成 21 年 3 月にオープンした民間学童保育となります。

埼玉県戸田市で 10 年前からダンススクールを開設していた代表内田が、スクール生

の保護者から学童保育の現状を聞き、子ども達の放課後の環境が整っていないこと を

知りました。

その後、川口市の方が更に厳しい現状であることを知り、保護者団体である、川口学

童保育を考える会の協力を得て開設した学童保育です。

その為、より保護者の視線から利用しやすい学童保育、子ども達の放課後をより有意

義に過ごせる学童保育を目指して活動しています。

じゃんぷは今後沢山の地域に「じゃんぷ」の楽しい放課後を

届けていきます。



• (平日) 学校終了後～20:00

• (土曜) 7:30～20:00

• 学校休業日(長期休暇期間・振替休日含む) 7:30～20:00

土曜日の保育を利用する場合、

原則利用日の3日前までに申請していただきます。
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• 昼食は長期休暇前後の給食の無い日と長期休暇のみ、希望者は弁当を注文することが可

能です。注文希望の方は必ずコドモンに入力してください。注文しない方は、お弁当を

ご持参下さい。また、注文数が３食未満の場合は、配達の関係上提供できませんことご

了承ください。（17時～18時頃に提供。550円/１食）

• 希望者には軽食（ぺロッピー）を提供いたします。軽食（ぺロッピー）の注文を希望す

る場合は、必ずコドモンに入力してください。また、注文数が３食未満の場合は、配達

の関係上提供できませんことご了承ください。（18時頃に提供 550円/１食）

• 昼食、軽食（ぺロッピー）の追加・キャンセルについては、基本前日1６時までにご連

絡ください。土日祝日にご連絡いただいても対応出来かねます。前日1６時以降の連絡

の場合、キャンセル料が発生いたします。（週明けの追加・キャンセルは金曜日の1６

時まで、それ以降はキャンセル料が発生いたします）

• プログラムに参加の場合は軽食時間が前後いたします。

※来年度以降消費税率や業者の状況により、年度途中でもお弁当・軽食の値

段が変更となる場合がございます。

• 日曜日、祝日

• 年末年始(12月29日～1月3日)

• 16時頃におやつ(菓子等)を提供します。
• 18時頃に補食を提供します。



• 18時までは1人帰りが可能です。

• 18時以降は保護者が原則お迎えに来てください。いつもと迎えに来る人が違う場合は、事前

に連絡をしてください。予定の時間から変更がある場合は早めに連絡をお願いいたします。

• 駐車場はございませんので、お車でのお迎えは極力ご遠慮ください。やむを得ずお車でお迎

えの際は、必ず近隣のコインパーキングをご利用ください。近隣の迷惑となるため、お守り

いただけない場合は通所をお断りさせていただくこともございます。

• クラブ室から一人で帰宅させる場合は事前にお知らせください。事前のお知らせが無い場合

や保護者の確認がとれない場合は、帰宅させることが出来ない事もございます。

• クラブ室から一人で外出、帰宅する際、一切の責任を負いかねます。

• 対象小学校の１年生のみ、1カ月間慣れるまで送迎いたします。その他の児童に関しては1人

での通所が可能です。

• 入退室管理システムはコドモンを使用します。

• 通所のスケジュールは必ず、コドモンアプリにて入力期限までに入力をお願いいたします。

入力が無い場合、出席管理ができない事がありますので、必ず入力をお願いいたします。

• 欠席する場合、原則通常通所日は、12時までにご連絡ください。

• 学校休業日の当日の急な欠席・変更等は、9時までにご連絡ください。

• 休会、退会を希望する場合は、前月の20日（厳守）までに届け出を提出してください。

• その他各種変更に関しても前月の20日（厳守）までに届け出を提出してください。

• 長期休暇をお休みする場合も必ず提出をお願いします。

• 休会は年度中1ヶ月以上2ヶ月未満可能です。休会期間中、保育料は発生いたしません。

• 退会する場合は、最終日に諸経費の清算をお願いします。

• 退会後1ヶ月以内に荷物をすべて取りに来てください。1ヶ月以上経った場合処分いたします。
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※アタマジラミについては、シラミ取りシャンプーを適切に使い駆除をすれば通所可能で
す。完全に駆除されるまでは、タオルなどの共有は避け、午睡時は頭を覆うなどの対応
が必須となります。

※年度途中でも学校保健法の改正があった場合、変更させていただきます。

発熱があり、元気が無い場合は必ず診察を受け、医師の指示を受けてください。
朝から37.5度以上ある場合はお休みください。
急な発熱などがあった場合、一度連絡をします。保護者の同意の上で保育をするか決めます。
37.5度以上あり保育の継続が困難な場合はお迎えをお願いします。

ウィルス性の下痢(嘔吐症)の場合は速やかに医師の指示を受けてください。

医師の処方した薬のみ服用可能としますが、なるべく朝夕2回に処方をお願いし、ご家庭に
て服用するようお願いいたします。
やむを得ずクラブ室にて服用する場合には、支援員に服用する旨の連絡をお願いします。
また、薬には名前・日付・服用時間（食前・食後等）が分かるように記入してください。

事故が起こらないよう万全の態勢を整えますが、万が一怪我が発生した場合には、発生時
すぐに保護者に必ずご連絡を差し上げます。クラブ室にて受診したほうが良いと判断を
した場合は近くの病院へ連れて行きます。
料金につきましては保険外にてクラブ室にて立て替えいたします。
後日保護者の方より、当該病院へ保険証を持参していただき料金返還を受け取る形になり
ます。スポーツ保険に加入している為、お見舞金が支払われる場合がございます。

伝染病の種類 通所停止期間の基準

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤

による治療が終了するまで

麻疹 解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後５日経過し、

かつ全身状態が良好になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜炎 主要症状が消退した後2日経過するまで

結核 伝染の恐れが無くなるまで

伝染性濃痂疹(とびひ)
停止の原則はありませんが、伝染しないような処置をお願い

します。伝染する状態の場合は停止

溶連菌感染症 解熱後、発疹が消失するまで
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• 伝染病にかかった場合は、すみやかに支援員に連絡をしてください。
• 学校保健法により以下の病気の場合、医者の許可なく通所できません。



通所できる条件は下記の通りになります。

① 本人が感染していないこと。

② 学級閉鎖時の預かりについて：学級閉鎖中のクラスに在籍していないこと。

③ 学年閉鎖時の預かりについて：閉鎖中の学年に在籍していないこと。

④ 学校閉鎖時の預かりについて：閉鎖中の学校に在籍していないこと。

※上記の4つに該当しないお子様につきましても、咳・鼻水・発熱など感染症に類似す

る諸症状がまったくないことを条件とします。

• 感染後のお預かりについて：完治し、医師の診断を経て許可をもらっている場合に限ります。

• クラブ室内で感染者が出た場合について：利用者全員に速やかに報告をいたします。基本的には、

通常開室いたしますが、状況により開室を変更する可能性がございますので、予めご了承ください。

• 感染症の予防については入室時にアルコール消毒を行う。クラブ室内も順次消毒をし、

感染予防をします。

自然災害時による休校の際の預かりは下記の通り利用することができることします。

①朝7:30から利用ができる。

②朝からの利用がない場合、14:00より通常通りの保育を受けることができる。

③上記利用に関しては、お迎えはしない。

④時間遅れの登校の場合、上記同様条件での利用は可能、その後の学校への送りは行わない。

⑤昼食に関しては、お弁当注文は不可。また、自然災害時には外に出ることが危険な場合があるので、

昼食は持参すること。

⑥屋外に出ることが生死にかかわるような事態に関しては、その命を優先し、上記内容を変更する場

合がある。

• 通所前に避難を要する災害が起きた場合は、学校の指示判断の下、対応いたします。

• 通所前に避難を要する災害が起きた場合は、避難場所にて待機となります。但し、災害の程度にお

いて臨機応変な対応を取らせていただきます。

• 通所前に震度5強以上など、災害時において保護者引取りになる場合は、保護者のお迎えとなります。

（通所不可）

• 通所後の災害については、クラブ室預かりとなり、閉所時間は柔軟に対応します。

• 通所後の災害については、現状の施設にとどまる事が危険と判断した場合、避難場所に避難いたし

ます。その際に、コドモン及びクラブ看板等にてその旨を伝えさせていただきます。

→武蔵台小学校 →桃花小学校
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新型コロナウイルスに関して
新型コロナウイルス感染症につきましては、行政・保健所の指示のもと適切に対応します。
また、下記の場合は必ずクラブ室までご連絡ください。
・本人または同居家族が濃厚接触者と判断された場合。
・本人または同居家族が新型コロナウイルスのPCR検査を受けることとなった場合。
・本人または同居家族が陽性と確認されたとき。



料金表
週6日

(月～土)

基本料金
（1年生～3年生） ￥5,600/月

割
引
適
用
者

① きょうだい割引
（下の子に限る） ￥2,800/月

② アレルギー割引
（おやつ持参者に限る） ￥4,000/月

③ ①・②両方該当者 ￥2,000/月

• プログラムのみ参加（外部）は、じゃんぷ卒業生（１年以上在籍した児童）に限り、ダン
スのみ参加できます。

• プログラム参加の場合、プログラム開始30分前から登所すること。また、プログラム終了
後は30分以内にお迎えに来てください。

昼食・軽食（ぺロッピー）の料金は翌月の月謝にて清算いたします。
例：4月分の昼食・軽食料金は5月分にて請求

すべての料金は、月謝にて精算していただきます。
月謝は、原則当月10日ゆうちょ銀行からの引き落としをさせていただきます。
ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は、口座のご準備をお願いいたします。
自動払込利用申込書をご記入の上、通帳、お届印と一緒にお近くの郵便局ゆうちょ窓口へお持
ちいただきお手続きください。引き落とし名義はコドモシエンホームと通帳に記載されます。
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※中野区の基準に準じた料金となります。

※税金関係の変更が生じた場合、料金が変更になる場合がございます。
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児童虐待防止のための措置
利用児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の設備を行うとともに、支援員
に対する研修の実施、その他必要な措置を講じるものです。
支援員は児童に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為を行いません。
・殴る、蹴る等直接児童の身体に侵害を与える行為。
・合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えず
に長時間作業を継続させる行為。

・乱暴な言葉使いや児童をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
・性的な嫌がらせをすること。
上記の類する行為、もしくは虐待が疑われる行為が行なわれること。
※なお、支援員は利用児童への保護者による人権侵害及び虐待の可能性が見られる場合、すみ
やかに関係機関に届け出を行います。

個人情報・苦情
●苦情等への対応
福祉サービス及び個人情報への取り扱いに関する苦情･要望・質問に対して適切かつ迅速な対応
に努めます。お困りのことがありましたら、支援員にご相談ください。

●個人情報の適切な保護
個人情報の取り扱いに関するルールを策定し児童や保護者等の個人情報の取り扱いに留意し、
情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ保護者、地域から信頼される学童保育となるように努め
ていきます。イベント等で撮影した画像はSNSやチラシ等で使用いたしますので、肖像権に問
題がございましたら事前にお知らせください。



保育園と同じ利用時間。急な残業にも対応できます。

1年生は慣れるまでの1カ月間、名札をつけたスタッフが

小学校校門等でお子様をお待ちします

春・夏・冬の長期休暇には流しそうめん、護身術、ネオホッ

ケー等、沢山のイベントを開催。季節に合わせたイベントも

もちろんやります！学校休業日に可能な時には近場にお出か

けもします。

ダンス受講者はお祭り等のイベントにてダンス出演予定！

大勢の人の前で踊ることにより、自信を持つことができま

す！

毎日違うメニューで多種のお弁当をご用意。

ピニャータ（by先生作）

子ども達に自分の得意な事・好きな事が見つかるよう

多様なプログラム（ダンス・英語・習字・漢字検定等）

を用意。まずは「やってみる！」を大切にしています。
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中青木クラブ参考例



「ただいま！」と帰ってきた後は集中して宿題。

楽しくおやつを食べた後はプログラムを楽しむ子、お友達と遊ぶ子、それぞれに過ごしています！
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中野鷺宮クラブ 中野中央クラブ

月曜日 ダンス（BREAK入門）・漢字検定練習 ダンス

火曜日 ダンス（HIPHOP入門/HIPHOP初級） 漢字検定練習

水曜日

木曜日 英語 英語

金曜日

習字（第2・3・4週）
手作りおやつ（第1週）

習字（第2・3・4週）
手作りおやつ（第1週）

2022年度予定
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▼鷺宮クラブ
HIPHOPクラス
【日時】火曜 16:30～17:00（入門）

17:00～18:00（初級）
※会場の関係上時間変動有。

【場所】鷺宮ダンス教室（鷺宮3-34-5篠崎ビル３F）
/鷺宮スポーツコミュニティプラザ（白鷺3-1-13)

【料金】じゃんぷ￥5,000/月
外部￥6,000/月
イベント参加費￥ 500/回

【講師】Mu-to
関ジャニ∞「罪と夏」PV、Mステ、FNS歌謡祭出演、EXILE 「Heard or Tails」

PV出演、いきものがかり「We do!!」PV出演、Rude-α「19」PV出演、宮野真
守「アンコール」PV出演、「眼鏡市場CM出演、YモバイルCM出演、ソフトバンク
CM出演、アキュビューCM出演、millionseller TOKYO LIVE2019出演etc…

【内容】HIPHOPダンス入門/初級レベルのレッスン。地域のイベント
に出演。現在じゃんぷでは8割以上の児童が受講している大人
気のプログラムです。

▼中野中央クラブ
Lockクラス
【日時】月曜 17:00～18:00
※人数によりクラス増設の可能性有

（16:00～17:00）
【場所】近隣ダンススタジオ
【料金】じゃんぷ￥5,000/月

じゃんぷ外￥6,000/月
イベント参加費￥ 500/回

【講師】KANA
【内容】Lockダンス基礎。地域のイベントに出演。1からLockダンス

地域のイベントに出演。

BREAK入門クラス
【日時】月曜 16:00～17:00(変動有）
【場所】上鷺宮二丁目集会室

(上鷺宮2-4)
【料金】じゃんぷ￥5,000/月

じゃんぷ外￥6,000/月
イベント参加費￥ 500/回

【講師】Mu-to
【内容】ブレイクダンス入門。アクロバティックなかっこいい技に挑

戦！目指せスーパーキッズ！地域のイベントに出演。

※各クラス、イベント時の衣装代（Tシャツ￥2,500＋パンツ代等2,000円）が発生します。
初月月謝にて請求します。また、イベントにより追加購入する場合もございます。

講師：Mu-to先生

講師：KANA先生



【日時】木曜 17:00～18:00 （毎週）
【場所】各店舗
【料金】￥5,000/月

※テキスト代別途
【講師】Kay先生
【内容】「英語が楽しい！」と思えるようなレッスン

を行います。
※2022年度よりじゃんぷ内部のみ受講可。

【日時】金曜 17:00～18:00（第2・3・4週）
【講師】早田佳風 先生
【料金】￥5,000/月

半紙や墨汁等の備品代4,000円/年
【内容】心を落ち着け、集中力を鍛え、毛筆の楽しさ美しさを理解することを

目的とします。
※2022年度よりじゃんぷ内部のみ受講可。

【日時】 月曜（鷺宮）/火曜（中野中央） 17:00～18:00
【場所】 各クラブ室
【料金】 無料（ 漢字検定用テキスト各自用意、検定料金がかかります）

※じゃんぷ利用者のみ・希望者のみ
【講師】 じゃんぷ支援員
【内容】 漢字検定にチャレンジ！

2019年度受講者数 260名 合格率96.4％！
2020年度受講者数 253名 合格率98.7％

【日時】第一金曜 16:00～17:00
【場所】各クラブ室 【料金】無料（じゃんぷ利用者のみ）
【講師】じゃんぷ支援員
【内容】皆で協力しながら楽しくワイワイおやつを作って、美味しく

食べています。



• ダンスレッスン時の動画撮影について

• ダンスレッスンは受講者がお家でも練習できるよう毎週動
画を撮影し、SNSにUPしております。

• その際、動画撮影NGの児童は動画撮影時、映さない、別室
待機等配慮することは可能ですが（それでもお子様が傷つ
いたり不審に思われてしまうことがあります）、本番は全
体を映して撮影を行うため配慮することができません。

• そのため、ダンスプログラムを受講希望する場合はレッス
ン動画やイベントの動画がSNSにUPされることを考慮した
うえで受講していただけますようお願い申し上げます。

ダンスプログラム受講希望者へ
ご案内

ダンスイベントについて

じゃんぷでは、毎年ダンスTシャツを作成しております。

イベント出演時に必要となりますので、ダンスプログラム
受講させる方はイベント参加有無に関わらず、

ダンスTシャツ（2,500円）をご購入いただきます。

※クラスによって別途衣装代が発生いたします。

また、イベント出演される際、イベント毎に出演費として
500円を徴収いたします。



イベント紹介

ふるさと祭り、戸田商工祭り どんぐりフェス等地域のイベントに多数出演

『鷺宮祭り』『スイカ割り』『流しそうめん』『かき氷』『スライム作り』など

1週間に1回以上イベントやワークショップを開催☆

小松沢レジャー農園（秩父）、イバライド（茨城県) ※コロナ禍の為、遠足は延期しております。

振替休日にはお昼をみんなで作ったり、遠足に行ったり…
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2019～2021年度実績







学童保育じゃんぷ
全国のクラブ室の生活やプログラム、

イベントの様子を下記よりぜひご覧ください。

ホームページ

インスタグラム
インスタグラム
（ダンス専用）

YouTube


