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「ムリ、できない！」よりも
「やったー、できた！」の数を
いっしょに増やしませんか？

利用案内書

学童・子ども教室 まぁはす
〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 2-27-2
TEL: 045-620-3753

happys@kmahasu.com

【1】概

要

☆ 所 在 地︓ 〒 221-0802 横浜市神奈川区六⾓橋 2-27-2
⽩楽駅徒歩 7 分，
東神奈川駅バス 10 分 (39 系統， 六⾓橋中町下⾞ 1 分)
東神奈川駅バス 10 分 (36, 82 系統， 神奈川⼤学⼊⼝下⾞ 3 分)
☆ 利⽤対象 ︓ 神奈川区内の各⼩学校，
⼩学1 年⽣〜 6 年⽣まで。 その他の地域は個別相談となります。
☆ 定

員︓ 35 名

☆ ⼊所期間︓ 4 ⽉ 1 ⽇〜翌年 3 ⽉ 31 ⽇（※年度ごとにお申し込みが必要です）
☆ 開所時間︓ 平⽇

13:00〜19︓30

⼟曜⽇

8︓30〜19︓00

⻑期休暇

8︓00〜19︓30

＊ご利⽤時間に応じて料⾦が異なります。詳しくは料⾦表をご確認ください。
☆ 閉 所 ⽇︓ ⽇曜，祝⽇，夏期，年末年始

【2】まぁはすの名前の由来
Make a Happy Smile を略して「まぁはす」という造語を作りました。
⼈は，笑顔のすてきな⼈に引き寄せられ，助けられるように思います。
まぁはすで育った⼦どもたちには，⼈のために⾃分の能⼒を発揮できる⼤⼈として成⻑をしてほしいと願っています。

【3】理念

まぁはすでは、
「⼈は『球体』であり、可能性のタネ(※)をたくさん持っている」と考えています。そのタネに光，⽔，栄養を与
え続けることで、年齢を問わず必ず発芽すると考えています。
可能性のタネとは、その⼈の特徴、良さ、強み、好きなこと，夢中になって取り組むことができるコトなどのことです。好きこそ物の上⼿なれです。

(※)

そのために、次のことを⼤切にしています。
・ いろんな⽅向（分野）のいろんな⼈から、アプローチを受ける。
（啐啄）
Ø

受けたアプローチによって、可能性のタネに光があたり発芽を促すことを願っています。

・ ⾃分の可能性を信じる。
（⾃⼰肯定感）
Ø

どんなことでも、⾃ら“やってみなければわかりません。” だから、失敗を恐れず、⾃分の⼒を信じて「なんでもチ
ャレンジ」し、その結果「やれば、何でもできる」ことを⼀つでも増やしてほしいと願っています。
失敗は、そのままにしていると失敗に終わります。成し遂げるためには、失敗から学び、新たなやり⽅を考え、で
きるまで取り組むことを通して得ることができます。

・ 「やだ、むり、できない︕」の数よりも「やったー、できた︕」の数を増やす⽀援をします。
（⾃⼰効⼒感と協働）
Ø

これから，たくさんの壁にぶつかります。そんな時にでも「今、⾃分ができることは何か」を考え、仲間と⼀緒に
取り組んでみる。達成するまでに，もがいたり，苦しんだり，途中で投げ出したくなったりすることもあるでしょ
う。しかし，その末に待っているのは，乗り越えた時に⼿応えと，仲間と分かち合う喜びです。⼀つ⼀つ乗り越え
るたびに，たくましさやチャレンジ精神，好奇⼼なども⾝についていくことができるのです。

【4】基本⽅針

まぁはすは，
「⼦どもの，⼦どもによる，⼦どものため」の居場所です。
そのため，⼀⼈⼀⼈が考え、⼒を合わせてながら、
『最⾼の笑顔』が増える，広がる「３間(※)」を，⼦どもも⼤⼈も，みんなで
⼒を合わせて育んでいくことを⼤切にしています。
５間とは、仲間・時間・空間のことです。

(※

お⼦さまに⾝につけてほしい「⼩さなエンジン 5 つの⼒」

l

いろんな人・モノ・コトを「集める力」

l

集めた中から、最適な人・モノ・コトを「選ぶ力」

l

選んだ中から、整理整頓する「まとめる力」

l

自分らしさ、意見、考えを「表す力」

l

自分や仲間の良さや強みも活かしながら、
一緒に問題を解決するための「調整する力」

まぁはすのノルン(※)が⾝につける「あんポート 5 つの関わり」

l

子どものやりたいことを、「尊重する」。

l

どうやれば楽しくできるか、一緒に「考える」。

l

必ずできると、「信じる」。

l

やり終えるまで、「見守る」。

l

体験したことを、「分かち合う」。

(※)ノルンとは，まぁはす内でお子さまを見守る大人の呼び名です。

【5】ルール
・⼀⼈ひとりがまぁはすとして過ごせるように，
『相⼿もいい、⾃分もいい、仲間もいい』ことを考⾏動します。
（三⽅よし）

【6】１週間の予定（通常時）
⽉

⽕

⽔

⽊

⾦

⼿作りクラフト

⾃由

来所後

宿 題

16:00

暗唱・素読・おやつ

16:15

⾃由

English

伝統⽂化

17:50
19:00
そ
の
他

おかたづけ
軽 ⾷

定例プログラム︓
第 2，4 ⾦曜⽇︓プログラミング
⽇程未確定︓国際学⽣ボランティア団体との六⾓橋商店街清掃活動
サイエンス・ラボ
不定期開催︓
外部との交流を積極的に⾏なっています。
学校がお休みの時︓
異⽂化交流，職場体験，外部施設への訪問などプログラム多数
※English は、⼤学教授＆留学⽣から英語でいろいろなことを学びます。
※講師の都合により，プログラムが変更となる場合もあります。
※プログラムによって⼀部時間変更もあります。

【7】１週間の予定（⻑期休み・代休・休校など時）
時 間

予 定

08︓30－09︓00

来 所

09︓00－12︓00

学習タイム

11︓00－12︓00

スペシャルプログラム

12︓00－13︓00

昼⾷ （ランチ作りあり）

13︓00－17︓00

スペシャルプログラム

17︓00－17︓20

暗唱・素読・おやつ

17︓4518︓00

⾃由＆おかたづけ

18︓00－

お迎え

19︓00－

軽⾷

※⽕・⽔・⾦曜⽇は通常期と同じプログラムを実施します。
※プログラムによって⼀部時間変更もあります。

【8】年間の予定
⽉

4⽉
5⽉
6⽉
7・8 ⽉
9⽉
10 ⽉
11 ⽉
12 ⽉
1⽉
2⽉
3⽉

イベント内容（⼀部）
⼊所式＋歓迎会（岸根公園お花⾒遠⾜）
⺟へのお礼
⽗へのお礼
サマープログラム「チャレンジ⾃分、20XX︕」
お⽉⾒
ハロウィン
世界の⽂化を知る、⼲し柿作り
クリスマス会
お正⽉
節分・発表会、
お別れ会

!その他︓お誕⽣会，季節のイベント、屋外内でのプログラムを実施します。

【9】 ⼊所の⼿続き
まぁはすでは，お⼦さまが過ごしやすく⽣活ができる環境に整え，可能性のタネを育むために，他の学童保育や教室にはない
様々なプログラムやサービスを提供しております。
内容の詳細につきましては，⼊所説明会や⾒学などにご説明をしておりますが，記載内容をよくご理解の上，お申し込みの⼿
続きをお願いします。
1.

申込︓
申込書類⼀式とお迎えの⽅のお写真（カラー）のご提出
⼊会⾦や⼊退室カード代，保険代のお⽀払い

2.

4/1 までに持って来るもの︓
1 回分の着替え(下着，靴下，上下服)，タオル（中・⼩）
，コップ，ビニール袋（⼤・⼩）
，⼱着袋
※ 全ての持ち物には必ずよく⾒えるようにお名前をご記⼊ください。

【10】料⾦
申し込みは 1 年間契約となっております。
詳しくは，別途お配りする「料⾦表」をご参照ください。
なお、請求書の発⾏は年⼀回(3 ⽉)のみとなり、以降は，ご利⽤に応じてお⽀払いをお願いします。
銀⾏振り込み明細書や⼿続きをもって領収書の発⾏に代えさせていただきます。
ご家庭の事情により前⽉２０⽇までにご連絡がない場合、あるいは予想不可能な事由などにより、予定していたプログラム受
講できない場合があっても、既にお⽀払いいただいた料⾦の返⾦はできません。
また、物価上昇や法律の変更など，やむを得ない事由などによる利⽤料⾦変更があった場合の異議を申⽴てには応じることは
できません。

【11】 安全・ 安⼼への取り組み
1.

⼊退室システムを⽤いて、お⼦さまの⼊退室状況を登録されたメールアドレスヘ配信します。

2.

保護者あるいは，事前にご登録された⽅のみに，お⼦さまを⽞関にてお引渡しします。

3.

けが・病気に対する対応︓
利⽤中に，けがや病気を発症した場合，保護者に連絡を取ることがありますので，必ず連絡が取れるようにご協⼒をお願
いします。なお，連絡が取れない場合，弊所にて必要な対応をとらせていただきます。 また，その際にかかった費⽤を
請求させていただくことがありますので、ご了承ください。
事故・ケガが発⽣した場合に備え，スポーツ安全保険に加⼊をしていただきます。病院で診察を受けた場合の費⽤は⼀旦
保護者負担となりますが，後⽇払い戻し⼿続きを⾏います。ただし，不可抗⼒による事故などの場合，保険⾦が⽀払われ
ない場合もございますのでご了承下さい。

4.

アレルギー・ 持病の対応︓
おやつや軽⾷などの提供には⼗分気をつけます。

5.

防犯・防災訓練の実施︓
管轄の官公庁の専⾨家に来所いただき、年 2 回全員で訓練を受けます。

6.

ノルンの緊急時対応︓
定期的にノルン全員が訓練を⾏い，⽇頃からどのような動きを取るかを話し合い，消⽕器・⽕災・煙探知機の設置場所や
使⽤⽅法について把握しています。

7.

その他の対応︓
⼦どもたちが安全に通所できるように，近隣や⼩学校，官公庁などと協⼒をしています。
施設，あるいは各学校付近にて，不審者や犯罪等発⽣情報が⼊った場合は，必ず⽞関までお迎えに来ていただきます。

その際，塾や習い事などがあった場合は，まぁはす内での待機となりますのでご了承ください。

【12】特記事項
1.

現⾦や貴重品など持ち込みは，まぁはすでお預かりをすることができませんのでご了承ください。

2.

私物の持ち込みは原則禁⽌。ただし、⻑期期間中は、⼀部可能。
（モノに込められているたくさんの⼈の⼼を⼤切にしているため，取り合いや破損，盗難などの防⽌のため。
）

3.

施設内のお忘れ物に関しては，1 ヶ⽉間保管したのち処分させていただきます。
ただし，使⽤済みの⾐類・ハンカチ・タオルなどに関しては，３⽇間保管したのち処分させていただきます。
まぁはすでは，お⼦さまの⾃⼰管理能⼒が⾼まるように「忘れ物ゼロ運動」に取り組んでいます。
ぜひ，ご家庭におかれましても，⾃分このとは⾃分で⾏うようにしてください。

4.

万が⼀，盗難や紛失などの事故が発⽣しても，まぁはすでは⼀切責任を負いかねますのでご了承ください。

5.

規定利⽤時間を過ぎての施設利⽤は，ご遠慮ください。

6.

2 ヶ⽉以上の未納者で，正当な理由がなく、かつ⽀払いの請求に応じないときは退所となります。なお、法的⼿段等によ
り裁判に⾄った場合には、督促や裁判などにかかる⼀切の費⽤は未納者負担となります。

7.

お⼦さまが⾃傷や他⼈，モノへの攻撃などが⾒られ注意をしても⾏動が改まらない場合や，その他運営に⽀障があると判
断をしたときは退所となります。なお，病やケガの治療や修理などにかかる費⽤が保護者の負担となる場合がありますの
でご了承ください。

8.

地震・災害などの緊急時には，ノルンの指⽰に従ってください。

【登所】
1.

お⼦さまのご様⼦やお知らせ等につきましては，メールでお知らせ下さい。

2.

学級・学年閉鎖となった場合，閉鎖対象となる学級・学年の児童は弊所へ登所はできませんのでご了承下さい。
ただし、⼀部，本⼈が罹患していなければ来所できます。
また、やむ終えない法令の変更や⾏政機関からの特別な要請があった場合には、この限りではありません。

3.

次の場合は，閉所，あるいは開所時間を変更いたしますのでご了承下さい。
(ア) ⼤規模地震や⽔害などの天災が発⽣した場合
(イ) 集団感染が発⽣した場合
(ウ) 横浜市内に次の警報が発表された場合「暴⾵，⼤雪，暴⾵雪，⼤⾬，洪⽔」

4.

⾃家⽤⾞や⾃転⾞での登所やお迎え時には，通⾏⼈や近隣などの妨げやご迷惑にならないように、⼗分にご配慮ください。
なお，トラブルあるいは駐⾞違反などの際には、節度ある対応をお願いします。

5.

病気や緊急なご家庭のご都合などの理由で，お休みになられる際は，わかった時点でメールにてお知らせください。

【降所】
1.

安全対策のために，⼊所時に「習い事・お迎え者登録カード」へご記⼊をいただいた⽅以外へのお引き渡しはできません
のでご了承ください。なお，⼊所初⽇までにお迎えされる⽅の顔写真のご提⽰をお願いします。

2.

交通機関の遅延，あるいはお仕事のご都合によりお迎え時間が遅くなる場合は，わかった時点でメールあるいは電話でお
知らせください。

【利⽤⽇時の変更】
ご利⽤時間や⽇にちなどを変更する場合は，前⽉の 25 ⽇までにメールでご連絡をお願いします。但し，空き状況によっては，
ご希望に添えない場合もありますので，必ず事前にご相談をお願いします。
また，学校やお仕事などの都合により 25 ⽇を過ぎた場合は，わかり次第ご相談をください。
保護者の皆さまが安⼼してお仕事に集中できるように，ご状況に合わせた対応をさせていただく場合もあります。
【⾷事・おやつ】
1.

休校⽇や学校給⾷のない⽇は，お弁当・⽔筒の持参をお願いします。

2.

⻑期休み期間中には，みんなでお昼ご飯を作って⾷べるプログラムを実施します。
（材料費別）

3.

おやつは，基本⼿作りのものをご⽤意します。
（おやつ代は利⽤料に含まれています。但し、外部でのプログラム時には、材料費や講師代等をご負担頂く場合がありま
す）

【保護者とまぁはす間の連絡】
1.

お⼦さまの⼼⾝共に健やかな成⻑と⾃活⼒を育むためには，ご家庭での状況や、まぁはす内での様⼦を相互に共有するこ
とが⼤切だと考えています。そのため，ご家庭内でのお気づきやご不明な点や，気になることなどがあった場合は，メー
ルで連絡をさせていただく場合があります。

2.

⽇々の活動については，Facebook で紹介をしていますのでご確認ください。
https://www.facebook.com/Kmahasu

3.

弊所からのお知らせや取り組みなどの状況を「まぁはす通信」として定期的に配布します。
同通信は，⼩さなエンジン５つの⼒を養うために、プログラムの⼀環として取り組んでいます。

4.

⾮常災害時及び緊急避難場所
⼤震災，洪⽔，⽕災などにより，施設内での待機が困難な場合には，速やかに，⼀時避難場所や広域避難場所などへ避
難を⾏います。また，その際にはメールでご連絡をさせていただきます。
その他，緊急時のまぁはすからの連絡については，緊急連絡メールや電話，災害伝⾔ダイヤル等，その時に利⽤可能な連
絡⼿段を⽤いて発信をいたします。
「送信元メールアドレス︓happys@kmahasu.com」

【13】禁⽌事項
次にあげる各項⽬につきましては，禁⽌事項となっておりますので，ご理解・ご協⼒のほどお願いします。
1.

室内での⼤きな声で，お⼦さまを呼ぶ，あるいは叱責などの⾏為。
他のお⼦さまの精神安定上，ご遠慮ください

2.

⼤切な玩具や携帯，スマートフォンなどの通信・電⼦機器、私物のまぁはすへの持ち込み。
故障あるいは破損・けんか等に関しては，まぁはすでは⼀切の責任を負いかねますのでご了承ください。

3.

盲導⽝，介助⽝，誘導⽝以外の⽝，猫などの愛玩動物，あるいは家畜などの持ち込み⾏為。

4.

賭博など⾵紀を乱す⾏為。

5.

備品の移動や無断持ち出しなどの⾏為。

6.

宗教や勧誘などの⾏為。

7.

その他法令で禁じられている⾏為。

【14】その他
1.

お迎えが利⽤申し込み時間を過ぎた場合は，5 分後から延⻑料が発⽣します。

2.

延⻑のご利⽤は，保護者もしくはご登録されている⽅のお迎えが，⽞関まで出来る⽅のみとなりますのでご了承下さい。

3.

⼩学校の集団下校・保護者引き取り訓練など際，弊所が代理引き取り⼈に登録されているお⼦さまについては，ノルン
が指定場所までお迎えに⾏きます。

4.

活動に関するご意⾒，お気づき，あるいは苦情などは，メールで(happys@kmahasu.com)にて受付をします。

以上
付記︓2021 年 4 ⽉ 1 ⽇より適⽤とする。

