
令和４年度 

子どもデイサービス実施要項 

１．目  的                                                   

子どもたちが様々な体験や異世代間のふれあいを通して、人へ寄り添う気持ちや思いやりの大切さを

学び、自らの心を満たし成長していく場を提供することで、子育て中の親の支援となるよう本事業を実

施します。 

 

２．実施主体                                                  

 社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会 

 

３．対 象 者                                                   

玉名市内在住の小学生（１年生～３年生）で保護者が同意した者。 

 

４．実施期間・場所・定員                                            

会  場 期  間 

岱明ふれあい健康センター 8月2日（火）～8月4日（木） 

■時間 ９：００～１６：００（１６：００以降は保護者の責任において対応をお願いします。） 

■定員 ２０名 ※申し込み希望が定員を超えた場合は抽選となります。 

※新型コロナ対策のため、会場を１ヶ所で、定員を少なくして実施します。 

 

５．内  容                                                    

自主勉強・料理体験・工作・世代間交流・その他 ※詳細は別紙の日程表をご覧下さい。 

 ※新型コロナウイルスの感染状況により、申し込み後の内容変更、中止にする場合があります。 

 

６．参加申込                                                   

参加希望の方は、別添参加申込書により申込受付期間内に玉名市社協各支所へ申し込み下さい。 

※電話・ＦＡＸ・メールでの受付は行いません。 

※申込書は、１世帯から１枚のみ受け付けます。 

※受付期間内の申し込みは全て受け付けます。参加申し込みが定員数を超えた場合は、抽選に 

 よって参加者を決定します。 

 

７．受付期間                                                   

令和４年７月４日（月）～１５日（金） 午前９時～午後５時 

※日曜日の受付は行いません。土曜日は玉名支所（玉名市福祉センター）のみ受付を行います。 

 



 

８．抽選場所・方法・決定通知 （抽選は応募数が定員数を超えた場合のみ実施します）                                

■抽選日  令和４年７月１９日（火）午後６時から ※抽選への参加は任意です。 

■抽選会場 岱明ふれあい健康センター 

■抽選方法 申込時の受付番号による抽選とし、定員に達した時点で終了となります。 

 

※抽選となった場合、抽選結果は申込者に郵送で通知致します。 

また、抽選の有無にかかわらず、参加決定者の受付番号を、７月２０日（水）の午後に 

玉名市社協のホームページへ掲載します。 

※お手持ちのスマートフォン等で検索いただくか、右のＱＲコードからも玉名市 

社協ホームページへアクセスできます。 

 

 

 

９．参加費等                                                  

１，０００円（参加する日数に関わらず一律です。参加初日にお支払いください。） 

昼食が必要な日は各自でご準備下さい。日程表をご確認ください。 

 

１０．そ の 他                                                  

・送迎は保護者の責任においてお願いします。 

 ・事故やケガについての対応は、ボランティア行事用保険での対応となります。 

 ・参加決定者以外の方の参加はできません。 

 ・募集定員に満たない場合の追加募集はありません。 

 ・本事業の様子を写真等で記録し、広報誌やホームページ等で使用することがあります。 

 

１１．申込・お問合せ先                                            

  【お申込み】 参加申込みは玉名市社協各支所で受付いたします。 

   ■玉名市社会福祉協議会 

    玉名支所（玉名市福祉センター内）      TEL  73-9050 

    岱明支所（岱明ふれあい健康センター内）   TEL  57-4141 

    横島支所（横島総合保健福祉センター内）   TEL  84-2228 

    天水支所（天水市民センター内）       TEL  82-3737 

 

  【お問合せ】 

   ■玉名市社会福祉協議会 

    岱明支所（岱明ふれあい健康センター内）   TEL  57-4141 

 

 

 

 

 

 

 



子どもデイサービス注意事項 

以下の注意事項などを必ずお読みいただき、保護者から参加される子どもさんに事前に

お話をしていただきますようお願いいたします。 

参加する際は、新型コロナウイルス感染防止のため、会場でのマスク着用や手洗い、

手指消毒など、基本的な感染防止対策のご協力をお願いします。 

１． 持ってくるもの（準備するもの） 

・ 宿題、ハンカチ、ティッシュ、タオル、水筒、エプロン、水着、帽子、はさみ、のり等 

・ 筆記用具、宿題・勉強で必要な物 

・ 弁当（昼食を作るときはいりません） 

・ その他必要な物（必要な場合は、事前に連絡します。） 

２． 約束事（やくそくごと） 

① あいさつはきちんとすること。 

② センターのへやの中や、ろうかは走りまわらないこと。 

③ いらないお金は持ってこないこと。 

④ 自分のことは自分ですること。 

⑤ あとかたづけはきちんと自分ですること。 

⑥ いわれたことは、きちんと聞くこと。 

⑦ けんかせず、みんなとなかよくすること。 

⑧ ゲームはもってこないこと。 

⑨ ワガママはいわないこと。 

⑩ きめられたことは守ること。 

３． 注意事項 

① 送迎は保護者の責任でお願いします。（途中で帰る場合等も同じです。） 

② 欠席や遅れる場合、途中で帰る場合は必ず事務局までご連絡下さい。 

③ 体調不良や病気の時の参加はご遠慮下さい。 

④ 低学年の子どもたちが大勢参加します。自分の持ち物にはきちんと名前を書くなど、自己管理

をお願いします。 

⑤ ケガには十分注意を払いますが、ケガをした場合の対応は、ボランティア行事用保険の範囲内

での対応となります。場合によって保険の対象外となることもありますので、ご了承下さい。 

⑥ お子さんの状況によっては保護者（緊急連絡先）へご連絡する場合があります。 

⑦ 家族との関りも大切にして欲しいと考えています。お子さんが帰ったら今日一日のことを聞い

てあげて下さい。 

⑧ 参加中の連絡は下記へお願いします。 

 

 

 

 

【連絡先】 

《岱明会場》岱明ふれあい健康センター （玉名市岱明町中土１０２２） 

      ＴＥＬ：５７－４１４１ 

 



～～～《子どもデイサービス日程表》（予定）～～～ 

 

期 間：令和４年８月２日（火）～８月４日（木） 

時 間：９：００～１６：００ 

場 所：岱明ふれあい健康センター（玉名市岱明町中土1022） 

 

期日 午前 午後 備考 

８月２日 

（火曜） 

■オリエンテーション 

 自己紹介 

■夏休みの宿題・勉強 

●缶バッジ作り 

 

 

●ピザ作り 

●読み聞かせ（くすくす） 

●レクリエーション 

■終わりの会 

 

 

おやつ（ピザ） 

※弁当・・・○ 

※エプロン（お持ちの方） 

 

 

８月３日 

（水曜） 

■はじまりの会 

■夏休みの宿題・勉強 

●カレー作り 

 

 

●プールに行こう 

 （Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

●DVD鑑賞 

■終わりの会 

 

 

おやつ（かき氷） 

※弁当・・・× 

※水着・・・○ 

 水泳帽 

※エプロン（お持ちの方） 

 

８月４日 

（木曜） 

■はじまりの会 

■夏休みの宿題・勉強 

●レクリエーション 

 

 

●プラバン工作 

●オカリナ演奏 

■お別れの会 

 

 

おやつ（お楽しみ） 

※弁当・・・○ 

 

 

※ ■…毎日の日課です。  ●…限られた日のみ実施するものです。 

※ プログラム内容は変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 ☆持ってくるもの☆（準備できたら□にチェックしてね□） 

□マスク □宿題 □エプロン □水筒 □水着 □帽子 □ハンカチ □タオル 

□ティッシュ □はさみ □のり □筆記用具、宿題で必要な物 

□その他必要な物（必要な場合は、事前に連絡します。） 



 

 
 

 

子どもデイサービス参加申込書兼同意書 
子どもデイサービス参加要項並びに注意事項等を十分理解し、参加について同

意いたしますので、下記のとおり参加申込をします。 

 

【保護者氏名】                                    印         

          〒 

【保護者住所】                                            

 

TEL（           ）         －             参加者との関係（     ） 

【緊急時の連絡先】※緊急時に必ず連絡がとれる連絡先をお書き下さい。 

TEL（           ）         －             参加者との関係（      ）  

■参加申込者（総数   名） ※ふりがなを忘れずにお願いします 

 
（ふりがな） 

参加希望者名 学校名 学年 性別 

1 
 

小学校  年生   
 

2 
 

小学校  年生   
 

3 
 

小学校  年生   
 

   ※同一世帯から複数の参加希望者がある場合は、すべての参加希望者をご記入ください。 

   ※申込書に記載の個人情報は、事業に関する連絡や保険加入など、必要な場合のみ利用し、 

    その他の目的で利用しません。 

   ※参加者名簿やグループ分けなどで、参加者氏名、学校名、学年は会場等に掲示します。 
 

 

 

（申込者控え） 

 

 
 

※抽選の場合、抽選結果は申込者全員に郵送で通知致します。また、参加決定者の受付番号を 

7/20に玉名市社協ホームページへ掲載しますのでご確認下さい。 

 

き り と り 

受付支所 

（  ）NO. 受付番号 

            様  受付番号 

受付支所 

（   ）NO. 



子どもデイサービス開催に伴う 

新型コロナウイルス感染防止について 
 

令和４年度の子どもデイサービスは、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、以

下の内容をご理解の上でご参加ください。 

 

◆今年度の子どもデイサービスは、コロナ過での開催となり、開催を１会場に、定員を

２０名と、前回（R1）までと内容を変更しています。 

 

◆実施する会場は、３密を避けるため、密接とならないようグループ分けをして、密着

にならないようできる限り間隔をとり、部屋も常時窓を開けて密閉にならないよう対

策をします。 

 

◆参加者もマスクの着用、手指消毒、検温など基本的な感染防止対策へのご協力をお願

いします。参加当日に体調が悪い場合は、参加をご遠慮ください。 

 

◆新型コロナ感染防止対策のため、施設利用時など名簿の提出が必要な場合は、参加者

の氏名、連絡先などを提出することがあります。 

 

◆万が一、子どもデイサービス期間に、参加者からコロナ感染者がわかった場合、保健

所等へ申込書に記載の氏名、連絡先等の個人情報を提供することがあります。 

 

◆今後のコロナ感染状況により、子どもデイサービスの内容を変更、または中止する場

合があります。 

 

 

 

 



岱明ふれあい健康センター MAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所：玉名市岱明町中土 1022    電 話：０９６８－５７－４１４１ 

県県道道３３４４７７号号  

（（旧旧国国道道２２００８８号号））  

国国道道５５００１１号号  

県県道道１１１１２２号号  

玉玉名名市市役役所所  

岱岱明明支支所所  

ナナフフココ玉玉名名店店  

おお弁弁当当ののヒヒラライイ  

岱岱明明店店  

セセブブンンイイレレブブンン  

岱岱明明高高道道店店  

高高道道小小学学校校  

岱岱明明ふふれれああいい  

健健康康セセンンタターー  

JJRR  

玉玉名名市市街街→→  

←←長長洲洲  

←←荒荒尾尾  玉玉名名市市街街→→  

横横島島→→  ←←長長洲洲  

JJAA 岱岱明明  

総総合合支支所所  

岱岱明明町町  

公公民民館館  

玉玉名名工工業業高高校校  

大大野野小小学学校校  


