
５・６年生は基本参加費が割引になります５・６年生は基本参加費が割引になります

１～5利用のコースから選択OK
詳しくは裏面をご確認下さい

１～5利用のコースから選択OK
詳しくは裏面をご確認下さい

参加児童募集中 募集対象
小学1～6年生

【注意】教室ごとに申込開始日が異なります
先着順受付（定員に達し次第キャンセル待ち）

※通常会員・スポット会員の利用人数により一般募集枠が少ない場合、募集開始後
すぐにキャンセル待ちとなる可能性もございますのであらかじめご了承ください。夏スペ2018 募集概要

定　　員

参加費用

募集開始日 藤戸台STW教室 平成30年6月25日(月)１０：００～
和歌山北教室     平成30年6月26日(火)１０：００～
県庁前教室　     平成30年6月27日(水)１０：００～

（※各教室の定員は1日あたりの利用上限数となります）
藤戸台 40名/和歌山北 35名/県庁前 35名

対象期間（和歌山市または岩出市）・利用コース
学年により異なります。詳しくは裏面をご確認下さい。

申込方法

実施場所 民間学童保育プラスリー
・和歌山北教室（〒６４９-６３０５ 和歌山市谷６８-２）
・藤戸台STW教室（〒６４０-８４５１ 和歌山市中６４９-３-１０２/１０３）
・県庁前教室（〒６４０-８２６９ 和歌山市小松原通１丁目１-６-３F４F）
まずはお電話にて仮予約の申込をお願いします。（メール申込み不可）
平成30年7月2日～16日の期間内に直接教室にお越し頂き、
お申込み手続と参加費用のお支払をお願いします。
ご不明な点もどうぞお気軽にお問合せ下さい。

申込締切日　7 月 16 日（月）

夏スペ 2018 お問合わせ・仮予約申込先夏スペ 2018 お問合わせ・仮予約申込先

プラスリー 073-488-7929
民間学童保育民間学童保育 受付時間：平日 10:00 ～ 19:00受付時間：平日 10:00 ～ 19:00

TEL プラスリー 検      索

HP:http://www.pluthree.com

勉強も遊びも全力!！ プラスリーで最高の夏休みを過ごそう勉強も遊びも全力!！ プラスリーで最高の夏休みを過ごそう

休 育み の 学 童 保

夏夏ススペペ
2018 2018 

遊び勉強

勉強も、遊びもどちらもすごく大切だから、
お子様が思いっきり勉強して、思いっきり
遊べる！！そんな最高の夏休みを過ごせる
プログラムです!

＋

基本参加費基本参加費
1日単価1日単価 イベント費イベント費

　※施設入場料・工作材料費等　※施設入場料・工作材料費等
2,300円～2,300円～

基本参加費には、８時～19時のお預かり
夏休みの宿題・教材学習のサポート、毎日のおやつ
安心メールシステム利用、保険料が含まれます。

基本参加費には、８時～19時のお預かり
夏休みの宿題・教材学習のサポート、毎日のおやつ
安心メールシステム利用、保険料が含まれます。

＋

無料送迎サービス無料送迎サービス
こちらで指定する送迎ルートで対応が可能な方は、
朝夕の送迎サービスが無料でご利用いただけます。
（時間指定不可/週5利用優先）
※県庁前教室は対応しておりません。

こちらで指定する送迎ルートで対応が可能な方は、
朝夕の送迎サービスが無料でご利用いただけます。
（時間指定不可/週5利用優先）
※県庁前教室は対応しておりません。

送迎サービス利用希望　申込締切 7月４日 (水 )送迎サービス利用希望　申込締切 7月４日 (水 )

※和歌山市内・週5利用価格※和歌山市内・週5利用価格

毎日日替わりで楽しいイベントを開催！！毎日日替わりで楽しいイベントを開催！！

★BBQ・クイズラリー大会・アスレチック★BBQ・クイズラリー大会・アスレチック
★鮎のつかみどり＆塩焼き体験・スライダー付プール★鮎のつかみどり＆塩焼き体験・スライダー付プール

※詳しくはイベントカレンダーをご確認下さい！※詳しくはイベントカレンダーをご確認下さい！

★のかみふれあい公園＆水鉄砲大会・動物愛護センター★のかみふれあい公園＆水鉄砲大会・動物愛護センター

★フォレ・リゾ！（関西サイクルスポーツセンター内プール）★フォレ・リゾ！（関西サイクルスポーツセンター内プール）

★3 教室合同（ドッチボール大会・運動会）★3 教室合同（ドッチボール大会・運動会）

★各種工作教室（つまようじアート・時計・貯金箱・立体水族館
　コロコロガーレ・ペットボトル風鈴・フォトフレーム）
★各種工作教室（つまようじアート・時計・貯金箱・立体水族館
　コロコロガーレ・ペットボトル風鈴・フォトフレーム）

★たこ焼きパーティー＆Wii パーティー★たこ焼きパーティー＆Wii パーティー

★ラウンドワンスポッチャ !!★ラウンドワンスポッチャ !!

★定期プール（3 回）★定期プール（3 回） ★みんなで作る縁日（２回）★みんなで作る縁日（２回）

★ビーチ遊び★ビーチ遊び

夏
夏休み限定スペシャルパック！！
夏休み限定スペシャルパック！！



朝夕の無料送迎サービスについて

登校日の学校へのお迎えについて

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）
こちらで送迎ルートを指定させていただきますので、対応可能な方は無料でご利用いただけます。乗車人数を超えてのお申込みの場合は、週５利用の方が
優先となります。（先着順の受付ではありません）また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ください。 
朝は８時から順番にお迎えに回り、帰りは１７時にプラスリーを出発します。（時間の指定等は出来ません）

基本参加費以外にご利用日のイベント費が必要です。

※イベントカレンダーに各イベント費詳細を掲載しております。

イベント費は利用最終日にまとめてお支払い頂きます。
利用予定日に欠席された場合のイベント費は不要です。
（※欠席の場合も、基本参加費はご返金出来ません）

イベント内容                       イベント費
BBQ（大阪府立少年自然の家）
あゆのつかみどり・塩焼き・プール
フォレ・リゾ！（関西サイクル内プール）
ラウンドワンスポッチャ
その他のお出かけ
定期プール
ミニ縁日
各種工作教室

1,200円
1,200円
1,000円
1,500円

200円～300円
300円
500円

200～400円

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。
送迎サービスの申し込み締切は7月4日（水）とし、7月5日（木）～6日（金）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。

対象日の８:00～１９：００のお預かり
基本参加費には８:００～１９:００の利用料金が含まれております。 
保護者の方がお迎えに来られる場合は、ゆっくりと１９時までご利用頂けます。
また急な残業などの場合は、最大２１時まで延長が可能です。
（別途オプション料金が必要）

お食事の手配 －昼食・夜の延長利用時の夕食ー 

時間延長利用 －朝早くからの勤務・急な残業でも安心ー 

終業式・始業式後の利用

毎日午前中（9:30～11:30）は学習タイムです。夏休みの宿題や、ご自宅で購入
された教材、塾の宿題などをご持参頂いてもOKです。最初に学習計画表を作成し、
計画通りに勉強を進められているかスタッフがチェックをします。また分からない
問題などは、個別にサポートをいたします。

昼食はお弁当をご持参頂くか、プラスリーでもお食事のご用意ができます。

基本は8～19時の開室（送迎利用時は17時出発）ですが、オプションで
朝7時半からの利用も可能です。夜は最大21時までお預かりします。
（朝の延長利用の場合は前日までに、夜の延長利用は当日のご連絡でもOK）

終業式・始業式後の追加利用も承ります。プラスリー送迎対象校のみ、学校
へのお迎えサービスもご利用いただけます。

登校日の学校へのお迎えは、原則プラスリー通常期のお送えサービス対象小学校のみとなりますので何卒ご了承ください。
対象小学校以外のお子様で、保護者の方による送迎が難しい場合は、振替サービスをご利用いただきますようお願いいたします。

お出かけイベント時や送迎サービス利用時には、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。またプラスリー教室内・外出時でのケガに備えて、保険に
加入します。

朝7時半からの利用・・・全日利用　5,400円/25日  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）

終業式(７/23)・始業式後(８/２７・９/3）の利用・・・1日２,７００円（税込）
対応時間:プラスリー到着時～１９:00まで

夏スペ2018

オプションサービス

和歌山北・県庁前・・・日替わりのお弁当を手配（予約制/1食400円程度）

藤戸台・・隣接の食堂を利用。数種類の日替わりランチから選択（1食400円）

※夜の延長利用時は、ご希望があれば夕食も手配します。（実費精算）

小学1～４年生（全て税込） 小学5･6年生（全て税込）

対象期間:７/２３～８/２４（平日全２５日）

基本参加費 イベント費について

基本参加費に含まれる内容

和歌山市内のお子様

週5回 1日単価 2,300円 全25日 57,500円　
週4回 1日単価 2,500円 全20日 50,000円　
週3回 1日単価 2,800円 全15日 42,000円　
週2回 1日単価 3,200円 全10日 32,000円
週1回 1日単価 4,000円   全5日 20,000円

週5回 1日単価 2,100円 全25日 52,500円　
週4回 1日単価 2,300円 全20日 46,000円　
週3回 1日単価 2,600円 全15日 39,000円　
※週2～1の利用は小1～4年生と同額　　

小学1～４年生（全て税込） 小学5･6年生（全て税込）

対象期間:７/２３～８/３１（平日全３０日）岩出市内のお子様

週5回 1日単価 2,200円 全30日 66,000円　
週4回 1日単価 2,400円 全24日 57,600円　
週3回 1日単価 2,600円 全18日 46,800円　
週2回 1日単価 3,000円 全12日 36,000円
週1回 1日単価 3,800円   全6日 22,800円

週5回 1日単価 2,000円 全30日 60,000円　
週4回 1日単価 2,200円 全24日 52,800円　
週3回 1日単価 2,400円 全18日 43,200円　
※週2～1の利用は小1～4年生と同額　　

※５・６年生はグループ活動時に
チームリーダーや下の学年の子の
サポートをしてもらう為、割引があります。

※8月27日以降は和歌山北教室のみ朝からの開室となります。8月27日～3１日の5日間は、午前中にイベント
　を実施、午後から学習タイムとなります。岩出市内のお子様も8月24日までのパックでお申込みも可能です。
※週１～４のコースで利用日に欠席される場合は、イベントカレンダーで指定された振替可能日に振替利用して
　いただくことが可能です。（１人上限３回まで/振替可能日ごとに人数制限有り/先着順）

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、お子様自身に好きなおやつを選んでいただきます。ゲームイベントではお菓子券も
ゲットできます。

1

学習サポート2

毎日のおやつ3

安心メール・保険加入4

国立和歌山
大学

藤戸台住宅街へ

藤戸台
STW教室

和歌山大学
入口

※フォレストヒルズふじと台 １F

26
㈱STワールド
和歌山業務センター

和歌山北教室 〒649-6305   和歌山市谷68-2 藤戸台STW教室 〒640-8451 和歌山市中649-3
     フォレストヒルズふじと台102/103 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
三年坂通り

和歌山大学教育
学部附属小学校

県立近代美術館

和歌山県庁

和歌山城

中
央
通
り

ファミリーマート
和歌山県庁正門前店

県庁前
教室

※1Fにカレー屋印度亭様
があるビルの3F4Fです24 和歌山バイパス

粉河加太線

イズミヤ
紀伊川辺店

山口小学校
ローソン
和歌山谷店

和歌山北
教室

里

岩出市

７


