
 
 

★カエルアドベンチャー（ＫＡＥＲＵ★カエルアドベンチャー（ＫＡＥＲＵ★カエルアドベンチャー（ＫＡＥＲＵ★カエルアドベンチャー（ＫＡＥＲＵ    Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ）とカエルクラブについてＡｄｖｅｎｔｕｒｅ）とカエルクラブについてＡｄｖｅｎｔｕｒｅ）とカエルクラブについてＡｄｖｅｎｔｕｒｅ）とカエルクラブについて 
カエルアドベンチャーは、カヌースクールなどを中心としたアウトドアスクールを目的に１９９８年に設立しました。  

その後、様々な活動を通じて子どもたちを対象とした自然体験プログラムの実施にも力を注ぎ、夏休み期間を利用した子

どもキャンプ、冬はスキー教室など、幅広く子どもたちの楽しみ・学びの場を提供してきました。  

 これらの経験をもとに、青少年健全育成事業、および子育て支援事業の一環として２００２年にスタートしたのが    

学童保育『カエルクラブ』です。  

 子どもたちの自然体験活動・子育て支援を目的に、平日の放課後は児童を車で小学校まで迎えに行き、おやつ・   

遊び・宿題を専門のスタッフがサポートし、塾や習い事の送迎も行っています。休日や長期休みには、カヌーや沢登り、

キャンプなど様々な体験活動も取り入れ、力強い人間育成を目指しています。遊びに関しては、危険だから禁止ではなく、

最良の安全を確保したうえで子どもたちの想いを尊重し、昔ながらの遊びも思う存分楽しんでもらいます。 

 活動項目は多岐に渡りますが、特に健康維持・体力増進、日常学習を根幹に据え、屋外あそび、子どもたちと作る   

手づくりおやつ、後片付けと清掃など、自主性と想像力の向上にも繋がるような活動を心がけています。  

 日常の遊び・学習・生活・その他、様々な体験活動を通して『たくましく育つこと』を伝えていきたいと考えています。 

★入所基準★入所基準★入所基準★入所基準 
① 学童保育を必要とするお子様（小学生）。 

② ごく基本的な身辺整理ができ、集団生活を営むことができる。 

③ 長い目で子ども達の成長段階を見守っていただける方。 

④ 民間の学童保育に、ご理解いただける方。 

★対象となる小学校★対象となる小学校★対象となる小学校★対象となる小学校 
 石井小学校、陽東小学校、峰小学校、城東小学校、今泉小学校、錦小、横川東小、簗瀬小 

★保育時間★保育時間★保育時間★保育時間 

 ①就業日：月～金の下校時刻からお迎えまで ※１９：００以降は別途延長料金がかかります。 

 ②土曜日： ９：００～１８：００まで ※原則として1ヶ月前迄のお申込みで、お２人様以上のお申込みがあった場合のみお預かりいたします。 

 ③長期休暇・休校日 ８：００～１９：００ ※８：００以前、１９：００以降は別途延長料金がかかります。 

★閉館日★閉館日★閉館日★閉館日 

①土曜日・日曜日・祝日 ②お盆（8/13～15） ③年末年始（12/29～1/3）※左記予定は変更になる場合があります。 

★環境★環境★環境★環境 

①宇都宮市内の平成通りに近く、送迎に便利な立地です。 

②すぐ隣に広い緑地公園（簗下中央公園）があり、日常的に野外での遊びを充実して行うことができます。 

③市街地にして比較的閑静な住宅街にあります。 

④近隣には病院や消防署があり、緊急時の対応も迅速に行うことができます。 

★特徴★特徴★特徴★特徴 

①野外活動経験豊富なスタッフが常時担当し、様々な遊び・生活体験の伝承活動を行います。 

②できるだけ子どもの年齢、個性や希望に合わせたケアをいたします。 

③学校での宿題や学習の補習などもできるだけ毎日いたします。 

④自主性・想像力にも役立つよう、子ども達と作る手づくりおやつの日を取り入れています。 

⑤ 長期休暇期間は、自然体験活動を中心としたバリエーション豊富なプログラムを提供いたします。 

⑥ 塾や習い事への送迎などにも、できるだけ対応いたします。（半径１．７ｋｍ圏内は原則無料） 

 

★持ち物★持ち物★持ち物★持ち物（入所時にお持ちください）（入所時にお持ちください）（入所時にお持ちください）（入所時にお持ちください） 

コップ（割れにくい物）、着替え袋、下着、服、ズボン、靴下（お名前を書いて、季節に応じて一揃えご用意ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２６２６２６２６年度（年度（年度（年度（4/14/14/14/1～～～～3/313/313/313/31）【学童保育カエルクラブ）【学童保育カエルクラブ）【学童保育カエルクラブ）【学童保育カエルクラブ簗瀬簗瀬簗瀬簗瀬】のご案内】のご案内】のご案内】のご案内    

公園の様子 

公園の様子 

クラブ内の様子 



 

 

◆ 入会金入会金入会金入会金    無料 

◆ 年会費年会費年会費年会費 ３，０００円（年度４月１日～３月３１日）※月極め学童の方（夏休み期間のみ利用の方も含む） 
年度途中入会の方は年会費が必要です。１回限り利用の方は年会費なし。 
※年会費は、主に学童保育保険への加入費用に充てさせていただきます。 

 

※下記料金の表示について。（カッコ）外の料金は消費税（８％）を乗じた料金です。 

※料金は消費税法改正にあわせて随時変更となりますので、予めご了承ください。 

◆ 就業期間就業期間就業期間就業期間 

①月極学童保育料金（車でのお迎えあり）①月極学童保育料金（車でのお迎えあり）①月極学童保育料金（車でのお迎えあり）①月極学童保育料金（車でのお迎えあり） 下校時間に合わせて、車にて迎えにいきます。 
  

峰小・石井小・陽東小・城東小・今泉小・簗瀬小・横川東小・錦小・泉が丘小 その他の小学校 

週５日 ３２，４００円（３０，０００円）／月 ご相談ください 

週４日 
（１６日間／月）） 

２７，０００円（２５，０００円）／月 ご相談ください 

週３日 
（１２日間／月 

２１，６００円（２０，０００円）／月 ご相談ください 

※下校時間から１９：００（１９：００以降も延長可能。別途延長料金をいただきます。） 

※上記料金には、おやつ代・教材費が含まれています。 
 
②②②②月月月月極学童保育料金（お迎えなし）極学童保育料金（お迎えなし）極学童保育料金（お迎えなし）極学童保育料金（お迎えなし）   下校時お迎えが不要な場合（徒歩来館） 
 

横川東小・簗瀬小 その他の小学校 

週５日 ２１，６００円（２０，０００円）／月 

ご相談ください 週４日 １７，２８０円（１６，０００円）／月 

週３日 １２，９６０円（１２，０００円）／月 

※月～金の週５日のご利用になります。 

※下校時間から１９：００（１９：００以降も延長可能。別途延長料金をいただきます。） 

※おやつ代や教材費が含まれています。 
 

③③③③一時学童保育料一時学童保育料一時学童保育料一時学童保育料金金金金 

 峰小・石井小・陽東小・今泉小・簗瀬小・横川東小・錦小 その他の小学校 
車のお

迎え 

単 日 
（月～金） 

２，４８５円（２，３００円）／日 
ご相談ください 

あり 

１，６２０円（１，５００円）／日 なし 

単 日 
（土） 

３，７８０円（３，５００円）／日 ３，６７５円（３，５００円） なし 

 

 

※下校時間から１９：００（１９：００以降も延長可能。別途延長料金をいただきます。） 

※土・祝日のご利用につきましては予約制になっています。（御希望日の１ヶ月前までにお申し込み下さい。） 
 

◆兄弟割引について◆兄弟割引について◆兄弟割引について◆兄弟割引について 
        兄弟共、月極利用（週３日以上のお預かり）の場合であって、週５日お預かりのお子様にのみ適用されます。  

割引：2,000円/1人当たり 

詳しくはお問い合わせください。 

◆延長料金◆延長料金◆延長料金◆延長料金 
７：００～８：００（休校日） １９：００～２０：００ その他 

２２０円（２００円）／１０分毎 ２２０円（２００円）／１０分毎 ― 

 

  

 

平成２６平成２６平成２６平成２６年度（年度（年度（年度（4/14/14/14/1～～～～3/313/313/313/31））））        学童保育料金学童保育料金学童保育料金学童保育料金    
 

  

 



◆長期休暇・休校日学童保育料◆長期休暇・休校日学童保育料◆長期休暇・休校日学童保育料◆長期休暇・休校日学童保育料（８月は別料金）  ご自宅へのお迎えはありません。 
 

 保育料 備 考 

単日（月～土） ３，７８０円（３，５００円）／日  

追加料金 

（就業期間中お迎えあり） 
１，４０５円（１，３００円）／日 月極・週３日または４日のお預かりの方 

春・夏（７月）・秋・冬休み、運動会などの 

振替休業日 
追加料金 

（就業期間中お迎えなし） 
１，９４５円（１，８００円）／日 

 

   ※８：００～１９：００（７：００～、２０：００まで延長可能。別途延長料金をいただきます。） 

   ※保険料・おやつ代・教材費が含まれています。 

   ※別途材料費・入場料などをいただく場合があります。 

◆８月分学童保育料（月～金）◆８月分学童保育料（月～金）◆８月分学童保育料（月～金）◆８月分学童保育料（月～金）        ご自宅へのお迎えはありません。 

 峰小・石井小・陽東小・城東小・今泉小・簗瀬小・横川東小・錦小 備考 

１日～５日間 

お預かり 
３，７８０円（３，５００円）／日 

夏期 

休暇中 

６日～１０日間 

お預かり 
３，５６５円（３，３００円）／日 〃 

１１日～１５日間 

お預かり 
３，２５５円（３，１００円）／日 〃 

１６日間以上 

お預かり 
３，１３５円（２，９００円）／日 〃 

＋＋＋＋ 

 峰小・石井小・陽東小・城東小・今泉小・簗瀬小・横川東小・錦小 その他の小学校 備考 

単日お預かり 

（就業期間） 
２，４８５円（２，３００円）／日 ご相談ください 

お迎え 

あり 

 

   ※夏期休暇中：８：００～１９：００（７：００～、１９：００以降も延長可能。別途延長料金をいただきます） 

   ※就業期間中：下校時間～１９：００（１９：００以降も延長可能。別途延長料金をいただきます。） 

   ※おやつ代・教材費・遊具器材費などが含まれています。 

   ※プログラム内容によっては別途材料費・入場料などをいただく場合があります。 

   ※夏期休暇中のみのお預かりもございます。 

   ※休み期間中の昼食については、主にお弁当持参となります。 

   ※お盆・年末年始休み期間中については、お預かり出来ませんので、あらかじめご了承ください。 

◆中止（キヤンセル）規定◆中止（キヤンセル）規定◆中止（キヤンセル）規定◆中止（キヤンセル）規定 

  ・ご利用時における当日のキャンセルによるご返金はお受けできませんので承知ください。 

  ・向こう 1ヵ月内におけるプラン変更は原則としてお受けできませんので、あらかじめご承知ください。 

◆◆◆◆ファミリーで参加できる交流イベントファミリーで参加できる交流イベントファミリーで参加できる交流イベントファミリーで参加できる交流イベント    
年 4 回程度土日などに交流イベント（親子の会）を開催いたします。カヌー体験会やバーベキュー、餅つきなど家族

同士の交流の場を設け、保護者とスタッフが想いを共有していく機会としたいと考えておりますので是非ご参加ください。

また農業体験イベントを行っており、田植えや稲刈りなど季節に合わせたカエルクラブならではの活動を実施します。

※詳細につきましては随時お知らせします。 

  

 

 

 

 

 

 

親子の会 

カヌー体験 in那珂川 ↑ 

農業体験 

田植え＆ 

どろんこ 

運動会 ↓ 

農業体験 

稲刈り＆ 

収穫祭 

in益子 

親子の会 

バーベキュー＆懇談会 ↓ 



 

 

カエルクラブでは、学校就業期間の放課後はおおまかな日課を決めて生活しています。子どもたちの 

様子や天候などによって大幅に変更することもあり、自然でゆとりある生活を行っています。 

 

平平平平    日日日日  学校の終了時間や学年・季節によって変更があります。 各児童の日程に合わせ、学校終了時、 

車にて担当スタッフがお迎えに行きます。 

 

 カエルクラブ到着後、宿題および学習・読書・室内遊び 

 １５：３０～１６：００  おやつ時間 

 １６：００～１７：０  学習・自由時間（公園などでの外遊び・室内遊び・クラフト・手芸など） 

※学びたい子のために、屋外活動時間を用い『英語教室』を開講しています。 

 １７：３０～１８：００  清掃 

 １８：００～１８：３０  自由時間・お迎え 

※基本的には子ども自身で何をするかを自由に決めて行っています。 

※遊びの時間などは季節に合わせた日程作りを行っています。 

 

休校日休校日休校日休校日     祝日または長期休暇（夏・秋・冬・春）は、毎日が楽しい野外での自然体験活動が中心となります。また、室内での  

クラフト・クッキング、屋内施設（博物館・図書館・児童館・科学館など）見学等の活動も組み込んだ時間となります。 

     

   ８：００～ ９：００   到着後、自由時間（室内遊び） 

※各自お家の方の送り迎えとなっております。 

   ９：００～１０：００   学習 （学校での課題中心。学校の課題終了後は、こちらで用意したテキストにて学習。） 

１０：００～１２：００  移動・野外での自然体験プログラムまたは室内でのクラフト・クッキング 

１２：００～１３：００  昼食（各自お弁当をお持ちください。） 

１３：００～１５：００  野外での自然体験プログラムまたは室内でのクラフト・クッキング 

１５：００～１６：００  到着・おやつ 

１６：００～１８：３０  自由時間・清掃・お迎え 

※ プログラムによっては、早めの出発時間となることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

生活時間の流れ生活時間の流れ生活時間の流れ生活時間の流れ    
 

  

 

みんなでフレンチトースト作り 

毎日宿題もやります 

英語教室でハロウィン 

ナイフを使って竹で工作↑ 

お手製のブランコは人気 

後片付けも大切な役割↓ 

みんな大好き弓矢 

木登りもお手の物 

カエルクラブのカエルクラブのカエルクラブのカエルクラブの日常日常日常日常    



 

 

【自然体験活動推進協議会（ＣＯＮＥ）より】（カエルクラブはＣＯＮＥ憲章に賛同し主たる活動を行います） 
 

 自然の神秘に満ちた不思議な力に出会うとき、人は深い感動と安らぎを得ることが出来ます。それは、 

人間がもともと自然の一部であり、自然に生かされているからではないでしょうか。地球に生きるあらゆる 

生き物がともに暮らせる持続可能な社会を作り、未来の社会に引き継いで行くために、私たちは自然体験 

がとても重要な役割をはたすと考えています。なぜなら、自然体験は、人と自然のつながりを確かなもの 

にするだけではなく、健やかな心と体、生きる力を育み、人と人とのより良い関係を築いてくれるからです。 

そして、そのためには、よき指導者、体験と学びの手法、活動の場が大切です。より多くの人たちが、この 

自然体験の恩恵にあずかれるように、自然体験への正しい理解が広がり、その活動が積極的に行われる 

ことを願い、ここに自然体験活動憲章を定めます。 
 

１．自然体験活動は、自然のなかで遊び学び、体験するよろこびを伝えます。 

２．自然体験活動は、自然への理解を深め、自然を大切せつにする気持ちを育てます。 

３．自然体験活動は、ゆたかな人間性、心のかよった人と人とのつながりを創ります。 

４．自然体験活動は、人と自然が共存する文化・社会を創造します。 

５．自然体験活動は、自然の力と活動にともなう危険性を理解し、安全への意識を高めます。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

【学童保育【学童保育【学童保育【学童保育    カエルクラブカエルクラブカエルクラブカエルクラブ 簗瀬簗瀬簗瀬簗瀬】】】】 
〒３２１－０９２５  栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目３４－９ 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０２８－６６６－５５１７  
 

運営本部【ＫＡＥＲＵ運営本部【ＫＡＥＲＵ運営本部【ＫＡＥＲＵ運営本部【ＫＡＥＲＵ    Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ（カエル・アドベンチャー）株式会社】Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ（カエル・アドベンチャー）株式会社】Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ（カエル・アドベンチャー）株式会社】Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ（カエル・アドベンチャー）株式会社】 
〒３２９－１３０５  栃木県さくら市狭間田４０８－５ 

ＴＥＬ ０２８－６８１－７２１２   ＦＡＸ ０２８－６８１－７２２８ 

【とちぎアドベンチャークラブ宇都宮ショップ】【とちぎアドベンチャークラブ宇都宮ショップ】【とちぎアドベンチャークラブ宇都宮ショップ】【とちぎアドベンチャークラブ宇都宮ショップ】 
〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3426-18 

ＴＥＬ：０２８－６８８－０２０８   FAX：０２８－６８８―０２０９ 
                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

自然体験活動憲章自然体験活動憲章自然体験活動憲章自然体験活動憲章    
 

  

 

 

  

 

《ご入会に関する事項》《ご入会に関する事項》《ご入会に関する事項》《ご入会に関する事項》    
【【【【入 会入 会入 会入 会 金金金金】】】】    無料    

【【【【年 会年 会年 会年 会 費費費費】】】】    ３，０００円（ご利用開始時及び毎年度４月毎時※月極めでのご利用の方のみ） 

【【【【条条条条 件件件件】】】】    通常の場合は、月極めで 6ヵ月以上のご利用の方を優先させていただきます。 

【【【【入会方法入会方法入会方法入会方法】】】】    下記の申し込み用紙に必要事項を記入し、直接担当者にお申し込みください。 

【【【【退会方法退会方法退会方法退会方法】】】】    月極めのご利用を中止される場合は、必ず前々月末日までに担当者までご連絡ください。 

学童保育カエルクラブ入会申込書学童保育カエルクラブ入会申込書学童保育カエルクラブ入会申込書学童保育カエルクラブ入会申込書    

記入日・入会日（平成  年   月  日）    利用開始日（平成  年  月  日） 

氏   名 

（児童） 

ふりがな 氏   名 

（保護者） 
 

 

住   所 
〒      － 

栃木県         

電話番号 
 

FAX番号 
 

生年月日 
西暦      年 

   月   日生（満    才） 
所属 

             小学校 

（         年） 

申込内容 

□学童保育（月極）    □一時お預かり（月・火・水・木・金・祝日） 

  （  年   月   日～   年   月   日） 

備考 

通信欄 

 

受付者：（          ） 年会費３000円( 済 ・ 未 )  領収者：（  ／  ：      ） 


