春 スペ

春 休 みの学 童保 育

2018

全日利 用

10日間
パック
選べる

３・５日間
パック

新１年生
限 定 パック

基本参加費
対象日:

関西サイクル

1１,700 円（税込）

楽しい大型遊具がいっぱいの
とんぼ池公園へおでかけします。
初企画★全員でやるチーム対抗
かくれんぼ大会も開催するよ♪

朝からお出かけの１日イベント

本格派★ 工作教室
デコスイーツを作ろう！
紙粘土といろんな素材で作るデコスイーツ

円（税込）

マカロン・ドーナツ・カップケーキなど

対象日: 4/ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ９
マークが対象日のイベントです。4/9はイベントがありません。

いずれのパックも別途参加日分のイベント費
（入場料・工作材料費等）が必要となります。

メインはなんといっても高さ53メートルの

楽しいアトラクションが盛りだくさん！

かくれんぼ大会

4 / 2 〜９の 全６日 間

16,800

トンネルなど楽しい遊具がいっぱい！

サイクルコースター、水陸両用自転車など

おでかけ

美味しそうなスイーツを作っちゃおう！

オリジナル 工作教室
ルービックキューブ作り
自分で６面の絵をデザイン♪
オリジナルのルービックキューブを作るよ

一般募集期間 平成 30 年２月 2６日（月）〜３月 1６日（金）

おでかけ

ワニやジャングルの遊具や、おもちゃタイム

上空３０ｍまで上がるサイクルパラシュート！

巨大ジャングルジム『遊具の塔』
周囲のビルより高い景色が見られるよ！
！

朝からお出かけの１日イベント

4/ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６

基本参加費 3 日間パック

ビッグバン

変わった形のオモシロ自転車や、

とんぼ池公園で

対象日から
お好きな参加日
を
ご選択いただけ
る
パックです。

大阪府立大型児童館

いっぱい体を動かして遊ぼう！

3/ 26 ・ 27 ・ 28 ・ 29 ・ 30

16,000 円（税込）

おでかけ

スポーツセンター

26,000 円（税込）

基本参加費５日間パック

基本参加費

おでかけ

朝からお出かけの１日イベント

納豆工場見学＆ おでかけ
緑化センターお花見

３教室合同 合同
ドッジボール大会

3教室合同のドッチボール大会
藤戸台教室前のグラウンドにて開催！
！

お花いっぱいの緑化センターでお花見。

４つのチームに分かれて勝ち数を競い順位に

お花鑑賞や遊具で楽しんだ後は

応じておやつ券をゲット！
！

桜の下でみんなでお昼ご飯。

※3年生以上用の大コートと新1年〜2年生用の
小コートを用意します。

午後からは納豆工場へ工場見学
『自宅で実験キット』のおみやげ付き★

朝からお出かけの１日イベント

型ぬき&デコ お菓子作り
楽しいクッキー作り

空き箱で 工作教室
ウォールポケット

材料をこねて伸ばして、いろんな種類の型

空き箱で壁掛け収納『ウォールポケット』

でぬいたり、絵をかいたり、デコったり♪

お菓子作りの定番★型ぬきクッキー作り

オリジナルのデコレーションで素敵な作品を作ってね

プレート万華鏡作り

可愛くラッピングしておみやげにも

工作教室

プレートに自分で模様を描いて作る万華鏡
どんな風に見えるかな？

定 員 藤戸台 STW 教室 40 名 / 和歌山北教室 35 名 / 県庁前教室 30 名
※先着順受付 / 定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。

民間学童保育

プラスリー

お申込み・お問合わせ先
TEL

073-488-7929

運営事務局：和歌山市中 649-3-101

和歌山北教室

藤戸台STW教室

県庁前教室

和歌山市谷68-2

和歌山市中649-3
フォレストヒルズふじと台102/103

和歌山市小松原通１丁目1-6
オリエンタルプラザ3F4F

プラスリー

検

索

HP:http://www.pluthree.com

イベントスケジュールは HP で公開中 !!

春のスペシャルパック内容

イベント費について

春スペのご参加には、基本参加費以外に別途イベント費が必要になります。

（イベント費内訳）
イベント名

基本参加費に含まれる内容

下記１〜4の内容は基本参加費に含まれます

関西サイクルスポーツセンター（フリーパス）
大阪府立大型児童館 ビッグバン
とんぼ池公園かくれんぼ大会
お花見＆工場見学
デコスイーツ
ルービックキューブ
万華鏡
ウォールポケット
クッキー作り

対象日の 8：00 〜 19：00 のお預かり
10 日間パック対象日
3/26（月）・27（火）・28（水）・29（木）・30（金 / 離任式）
4/2（月）・3（火）・4（水）・5（木）
・6（金）

※朝は7時30分より、夜は当日のご連絡でも最大21時まで延長が可能。
※智辯小学校は4月6日始業式の為、この日に利用がない場合は2600円割引。

イベント費のお支払について

金額

申込時に、基本参加費用と一緒に利用対象日の
イベント費の合計額をお支払いいただきます。
申し込み時点でお休みされることが分かっている場合は、
お知らせください。

2,000円
800円
200円
200円
400円
400円
400円
200円
400円

欠席時のイベント費ご返金について
欠席などでイベントに参加出来なかった場合、その日
の分のイベント費は最終日にご返金をさせて頂きます。
※基本参加費についてはご返金出来ませんのでご了承
ください。

3 日間パック /5 日間パック
上記 10 日間パックの対象日の中からお好きな日をご選択ください。

有料オプションサービス

新 1 年生限定パック対象日

お食事の手配

4/2（月）・3（火）・4（水）・5（木）
・6（金）
・9（月）
（全 6 日間パック）

お昼ご飯はお弁当を持参頂くか、こちらでお食事をご用意することも出来ます。

学習サポート

和歌山北教室・県庁前教室は日替わりのお弁当を手配、藤戸台STW教室は隣接の食堂にて毎日変わる数種類の日替わりランチから

毎日9:00〜9:30は読書の時間、9:30〜11:30は学習の時間です。
（朝からお出かけ日を除く）

夜の延長利用で19時を超える場合、ご希望があれば夕食も手配します（実費精算）

お選びいただけます（1食400円程度）

春休みの宿題がない場合は、各自ご家庭でされている教材などをご用意ください。
分からないところはスタッフが丁寧にサポートします。

時間延長利用

毎日のおやつ

基本利用時間は8時〜19時（送迎利用時は17時）ですが、オプションで朝7時半からの利用も可能。
（事前予約制）
夜は当日のご連絡でもOK,最大21時までお預かりいたします。

延長利用料金（税込）

たくさんのお菓子をご用意しています。お菓子コーナーから決められた金額分を計算しながら
自分で好きなおやつを選びます。ゲームイベントではお菓子券もゲットできます。

朝7時半からの利用 全日利用 +3,240円 / １０日間 1日単位の利用 +540円/1日
夜の延長利用 +540円 / 30分（対応時間19時〜21時）

安心のメールシステム＆保険加入
外に遊びに出るときや帰ってきたとき、送迎サービス利用の方はプラスリーに到着したとき出発する

日数追加利用【春スペ参加者限定特別オプション】

ときなど、プラスリーを出入りするたびに保護者の携帯にメールでお知らせします。

終業式後や始業式後からの利用を特別価格で追加できるオプションです。

またプラスリー内やお出かけイベントの外出先などでケガをしてしまった場合に備えて、保険に加入

日数追加利用（対象日 3/23・4/9） 終業式・始業式後〜19：00

します。お子様の急な病気やケガの際には、すぐに保護者にご連絡の上、スタッフが手当看護を行うか、

2,160円

近隣の医療機関にお連れします。
藤戸台教室・和歌山北教室は朝夕の送迎サービスがご利用可能です。
（※県庁前教室はございません）あらかじめこちらで指定した送迎ルートで対応可能な方は無料でご利用頂けます。
（通常会員優先ルートになります）

無料送迎
サービス

朝は８時より遠いところから順番にお迎えに回り、
９時までにプラスリーに到着、帰りは１７時にプラスリーを出発します。
（時間の指定は出来ません）
ルートから外れる場所への送迎は、対応できませんのであらかじめご了承下さい。3月30日の離任式後の学校へお迎えについては、プラスリーの送迎対象小学校の方は無料でご利用いただけます。

送迎サービスのお申込み方法…必ずお電話での仮予約申込み時点で「送迎サービス利用希望」とお伝えください。
送迎サービスの申込締切は３月６日とし、
３月７日〜９日の期間に利用希望を頂いた方に送迎利用の可否をお電話等でご連絡させて頂きます。

民間学童保 育

お 申 込 み・お 問 合 わ せ 先

TE L

073-488-7929

〒649-6305 和歌山市谷68-2

７

〒640-8451 和歌山市中649-3
フォレストヒルズふじと台102/103

和歌山北
教室

粉河加太線
ローソン
和歌山谷店

24

藤戸台 STW 教室

山口小学校

藤戸台住宅街へ

和歌山大学
入口

26

イズミヤ
紀伊川辺店

岩出市
里

和歌山バイパス

国立和歌山
大学

藤戸台
STW教室

㈱STワールド
和歌山業務センター

※フォレストヒルズふじと台 １F

県庁前教室

〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目１-6
オリエンタルプラザ3F4F
県庁前
教室

和歌山城

和歌山県庁
三年坂通り

ファミリーマート
和歌山県庁正門前店

※1Fにカレー屋印度亭様
があるビルの3F4Fです

県庁前

中央通
り

プラスリー

和歌山北教室

県立近代美術館
和歌山大学教育
学部附属小学校

