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レギュラー スポット  シーズン

基本料 ¥27,500 /月

学校がある日の利用 
￥2,310 /１回 

学校がない日の利用 
￥3,850 /１回

¥2,750 /1回

●土曜日・代休日 
●臨時休校の場合

¥2,200 /１回 ￥3,850 /１回 ¥3,300 /1回

長期学校休業中の 
平日追加料

¥330 /１日 基本料に含まれています

習字教室選択 ¥1,210 /月 おたずねください 

そろばん教室選択 ¥2,200 /月 おたずねください 

外部送迎希望（定額） ¥1,100 /月 ¥1,100 /月 ¥1,100 /１シーズン

外部送迎希望 
（飛び込み依頼）

￥550 /１回 ￥550 /１回 ￥550 /１回

延長料金 １９：００を過ぎると15分ごとに￥220 発生します

早朝料金 【※事前予約！】７：３０を遡って15分ごとに￥220かかります
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　わいわいクラブ&  からのお願い 

・新型コロナウイルスの感染状況によって今後わいわいクラブ&の運営の変更等がある可能性があります。 

・お子様についての欠席や忘れ物連絡、お知らせ等は個人LINEもしくはわいわい連絡帳、お迎え時にお伝えください。 

・基本的に全体連絡は保護者様グループLINEでの配信としています。 

・学校がある日のお休みの連絡は、当日の午後1時までにお願いします。 

・原則、体調不良またはお子様の平熱+0.5℃以上高い状態の場合はご利用できません。 

・お子様がご利用中にケガをしたり、健康状態に異変がある場合は保護者様にご連絡いたします。 

・学級閉鎖該当クラスのお子様のご利用はお断わりさせていただきます。 

・お子様もしくは同居のご家族様が、学校保健法の定める学校伝染病、もしくは伝染力の高い病気にかかっ ている場合は、医師 

の許可があるまでご利用をお断わりさせていただきます。 

・わいわいスタッフによる薬の投与は行いません。 

・学校で持ち込み禁止とされている物は、わいわいクラブ＆でも同様に禁止します。 

・ご住所や連絡先などお知らせ頂いた個人情報の内容に変更があった場合は、必ずご連絡下さい。 

・お子様がアレルギーをお持ちの場合は、必ず入会時の入会申込書へのご記入をお願いします。また、入会後にアレルギーが発症 

した場合も遅滞なくご連絡下さい。 

・すべての持ち物にはお名前をご記入下さい。 

・災害による臨時休校及び臨時集団下校の場合は、状況に応じて可能な限り対応させて頂きますので、 緊急時に学校からの連絡 

があった場合はわいわいクラブ＆ へもお知らせ下さい。 

・土曜日のご利用の有無を早めにご連絡ください。(イベントの内容によっては先着制、早めの締め切りなどの場合があります） 

・基本的に全体連絡は保護者様グループLINEでの配信、欠席や忘れ物連絡等は個人LINEでのやり取り、としています。 

・十分に注意してお子様を見守りますが、わいわいクラブ＆は自然体験の場であり、お子様達の集団生活の場でもあるため、少々 

のケガ(すり傷、打ち身)が起こる可能性があるということはご理解下さい。 

・お子様のわいわいクラブ＆での様子や活動写真をふきあげ納富病院の院内誌やSNS、外部から掲載依頼があった場合は使用いた 

します。入会時に記入していただく同意書にチェックをしていただいた方は許可したものとみなします。 
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