NPO Work+Creche!2020
認可外保育施設、年齢・校区を問わない地域の子どもの居場所

～子どものためのコミュニティ・スペース～ワークレッシュ

ご利用案内

［2020年7月版］
特定非営利活動法人 ワークレッシュ

【会員制・予約制】 年会費 ： 一家庭5,000円
【開設時間】

9:00～16:00

【定員】 １日 ５名まで

（時間外対応有り）

【休業日】

土・日・祝日 8/12～17、 9月第1土曜日、 12/28～1/4

【対

生後４ヶ月以上 ・ 小学生可

象】

◆利用料金◆
料
金
区
分

上記休業日を除く 平日9:00～16:00
（15分未満切捨て・30分単位）

【通常料金】

開設時間外・休業日
（30分区切り）

【月極料金】

【時間外料金】

短時間ならこちら！

80時間まで

140時間まで

プラマイ❶

／1時間

／1ヶ月

／1ヶ月

通常開設日の
8:00～8:59、
16:01～17:00

4ヶ月～1歳

700円

48,000円

80,000円

2～3歳

600円

42,000円

70,000円

1,200円
／1時間

1,500円
／1時間

4歳以上

５00円

35,000円

60,000円

※「プラマイワン」
前後１時間内料金

※１時間以上の
利用必須

月
年
齢

休業日、
平日の
17:01～7:59

【会員制・年会費について】
●入会いただいた月から、保育利用家庭の世帯全員が「利用会員」となります。
●利用開始月から1年間有効で、いつでも入会できます。年会費の半月、日割りの割引はありません。
●年会費には、事務管理費の他、お子さんの傷害保険料が含まれています。
●休会・退会に伴う返金はありません。会員権継続中に利用を停止された場合も、会費の返金や割引
はいたしません。
●年会費は、入会月の保育料等と併せて翌月中に納めていただきます。
●一時保育（会員外の一時預かり）は、原則として実施しません。
●NPO法人ワークレッシュが運営している、児童発達支援・放課後等デイサービス フェイスの利用児童
に限り、年会費は不要です。

【通常・月極料金について】
●通常開設時間の保育料金は、15分未満切捨て・30分単位の実績を記録します。
（14分間は0分、15分間は30分、45分間は60分として換算します。）
●料金の区分には月末の年齢を適用します。（4/30生まれの子→4/1から＋1歳）
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●月69時間（0～1歳）・月70時間（2歳～）を超えて利用する場合、月極料金の方がお安くなります。
●月極80時間まで

⇒9:00～16:00（1日7時間）で、11日間＋1日（3時間）ご利用できます。
⇒9:00～15:00（1日6時間）で、13日間＋1日（2時間）ご利用できます。

●月極140時間まで

⇒9:00～16:00（1日7時間）で、ピッタリ20日間ご利用できます。

●月極料金でお申し込みの場合も、１ヶ月の利用実績から、より安くなる単価を選択して請求金額を
決定します。

【時間外料金について】
●通常開設時間帯の前後１時間「プラマイ❶（ワン）」及びその前後の時間帯や休業日のご利用も、
必ずご予約ください。
●開設時間外・休業日の料金は、30分区切り（５分以上切上げ）で換算しますのでご留意願います。
●利用当日に急な延長や時間変更が必要となった場合も、必ずその都度ご連絡ください。
この際には、調整手数料＜一件500円＞がかかります。

◆食事代・送迎協力金◆
●送迎、食事提供をご利用の際は、保育希望時間帯と併せて、ご希望をお知らせください。
●食事代は、昼食・夕食共に一食４００円です。おやつ代は保育料に含まれます。
●送迎一人一回につき、下記の協力金を拠出願います。（きょうだい同乗の際は、2人目から半額）

送迎協力金

片道2km以内

片道2.1km～
3.5km以内

片道3.6km～
5.0km以内

800円

1,000円

1,200円

●送迎の距離は、原則として、大野台7-18-3を起点として、車道での最短道のりを計測します。
●送迎のみのサービスは、行っておりません。
●時刻・待ち合わせ場所、連絡方法をお子様とご確認の上、関係機関にもご連絡下さい。
●行事参加等のため車で往来する場合があります。その場合、送迎協力金は頂戴しません。
●急なご依頼には、対応いたしかねる場合がございます。

◆その他の費用と、お支払い方法について等◆
調整手数料
金曜以降利用当日までの変更・追加には、調整手数料＜一件500円＞を頂戴します。

行事参加費
日常のおやつ・教材費は、保育料に含まれています。
遠足など保育の行事にかかる運賃や入場料等は、その都度お知らせします。保育料と別に実費相当をご
負担ください。
土曜日は通常保育を開設しませんが、講座やイベントを月２回程度実施予定です。

自治体や企業の育児サポート・子育て支援策との連携
ご家庭やお子さんの条件により、保育の無償化制度（認可外保育施設等）、福利厚生制度の割引（株式会
社リロクラブの育児補助券、ベネフィット・ワン「すくすくえいど」）をご活用になれます。お問合せください。
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お支払い方法
保育料、年会費、保育行事参加費などは、全て後払い制です。
当月分の料金は、月末で締め、翌月初旬に明細をお渡しします。内容をご確認の上、翌月末までに、
下記へのお振込み 又は 現金 にてお支払いください。
講座やイベント参加費も、保育料等と併せてご請求いたします。（当日のお支払いも可）

【振込先】 りそな銀行：金剛支店 普通 ４９５３７４０
特定非営利活動法人ワークレッシュ 理事 和久貴子

◆予約のルールと形式◆
～子どものためのコミュニティ・スペース～ワークレッシュは、会員制・予約制です。
ご予約は、メールでお願いします。

メールアドレス： w-yorozuya-c@workcreche.org

●予約の〆切について
早め早めのご連絡をお願いします。
前の週の木曜23時59分までに、少なくとも翌週分をご予約ください。
先々のご予定までお決まりでしたら、〆切に関わらず早めにお申し込みください。
あとで変更・調整が可能です。
土日祝は、原則として予約の受付はいたしません。
提出していただいたご予定をもとに、先約順・優先順で日々のスケジュールを組みます。
定員（５名）や送迎の限度を越える場合は、ご利用時間帯等を調整して頂く場合がありますので、
ご協力をお願いいたします。

●金曜以降の変更・追加には
調整手数料＜一件500円＞がかかりますので、ご注意ください。
原則として下記の順に電話連絡をお願いします。ご事情により、メールでも構いません。
但し、当日中にこちらからの返信が無い場合は、恐れ入りますが改めて電話でお問合せください。

●当日のご連絡、緊急のご連絡は
1. ワークレッシュ事務局
2. 燈田（とうだ)
3. 和久（わく・法人代表）

０７２-３６６-６９６０
090-4273-8372

reiko-t//@k.vodafone.ne.jp

090-4296-3575

WorkCreche@k.vodafone.ne.jp

●予約メールの形式について
件名に「お子さんの氏名」を記載し、本文に、日時（保育時間帯＝ワークレッシュ
滞在時間帯）と、その他のご希望をお知らせください。
送迎の要/不要、食事の要/不要は、必要な場合に記載してください。
（送迎到着時刻、食事メニューの指定はいたしかねます。）
保育スタッフへの連絡事項やご相談がある場合は、追記をお願いします。
【運営団体】 特定非営利活動法人ワークレッシュ
（本部事務所）〠589-0023 大阪狭山市大野台６丁目 ５-２
（事業所）〠589-0023 大阪狭山市大野台７丁目１８-３
☎/fax（０７２）３６６-６９６０
特定非営利活動法人ワークレッシュは、２００２年３月１８日より～子どものためのコミュニティ・スペース～ワークレッシュの運営を始めました。

［2020 年 7 月版］ご利用案内
補足資料

予約メールの記載例と、料金計算について
① 1 歳児

月極利用８０ｈコース

７００円/1 時間（30 分単位）

件名

お子さんの氏名

本文

7/20（月）

9：00～15：30

7/31（金）

10：00～17：00

送迎：復路のみ要（自宅前）

❖ここに係る代金を通常料金で計算すると…
7/20（月）通常料金 6.5 時間
6.5ｈ×700 円＝4,550 円
7/31（金）
通常料金 6 時間＋プラマイ１＋送迎（復路）
（6h×700 円）＋1,200 円＋1,000 円として
＝6,400 円
❖31 日(金)17 時発車を目途に、ご指定の「ご
自宅前」までお送りします。
担当、着時刻のご指定はお受けできません。
＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

80ｈコースは通常コースより 10 時間分お得。
1 日 5 時間ペースだと 16 日間出席できます。
（5×16=80）
140ｈコースは、全平日に 6～7 時間利用したい家
庭向けです。
月初めに「80h コース」適用の申し出とご予定が
あっても、何らかの事情で、実際のひと月の総利
用時間が 69 時間以内となれば、通常コース
（1h700 円）で計算してご請求します。

② ４歳児

件名

５００円/1 時間（30 分単位）

お子さんの氏名

❖プラマイ１（30 分）＋通常料金 6.5 時間＋昼食代
600 円＋（6.5h×500 円）＋400 円＝4,250 円

本文

10/15（木） 8：50～15：30

❖食事をご持参の際は「昼食持参」としてください。
＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

昼食要
プラマイワンは、10 分のご利用でも 30 分料金の 600 円
になります。

