
2021.04.20改訂
学校法人ホライゾン学園／仙台校

デイケア

開設時間： 登校日 下校時間～18:00（延長保育：18:00～18:30）
登校日以外 8:15～18:00（延長保育：18:00～18:30）

概要：以下のいずれかの方法でご利用頂けます。

デイケア会員として利用 デイケア非会員として利用
（スポット利用）

利用日 ・登校日の放課後
・登校日以外（サマースクール期間中、春・夏・秋・冬休みなどの長期休み期間中）
※土・日・祝日・学校休校日（振替休校日・夏季休業・年末年始休業・臨時休校日はデイ
ケアを実施していません。）

利用方法 年間会費を支払い、一年間デイケアを利用
できます。

・その都度使用料を支払い、デイケアを利
用できます。（要事前予約）
・利用者多数の場合は、利用をお断りする
場合があります。
・スポット利用者のための利用枠確保は行
いません。

費用 210,000円（年間） 登校日：1,000円／日
登校日以外：3,000円／日

お支払い方法 学費と一緒に3期払いとなります。
1学期（4～7月）　080,000円
2学期（8～12月）　92,500円
3学期（1～3月）　037,500円

利用月の翌月27日に口座振替にてお支払い
頂きます。

延長保育について：
● 延長保育はスポット利用扱いのみとなり、事前予約が必要です。料金は1日あたり300円。利用月の

翌月27日に口座振替にてお支払い頂きます。

サマースクールについて：
● デイケア会員は追加費用なしでサマースクールの1週目・2週目に参加できます。
● 非会員の方がサマースクール期間中のデイケア利用を希望する場合は、サマースクールへの申込が必

要です。（別途料金）

スクールバスについて：
● デイケア会員は、会員のために運行するデイケアルートのバス（DCバス）の利用が可能です。ただ

し、お住まいの場所によってはデイケアルートのバスをご利用頂けない場合がありますので、その場
合は、学校まで送迎をお願いします。

● 登校日の帰りのバス（DCバス）は、17:40に学校を出発します。
● 登校日およびサマースクール期間中の行き（AMバス）のバスは、デイケア非会員の方と同じ朝のルー

トのバスを利用します。
● 登校日以外（フルデイケア実施日）の行き（DC AMバス）・帰り（DCバス）は、デイケア会員の方のた

めに設置するルートのバスおよびバス停を利用します。

デイケアの内容：
● 自由遊びと自習中心に行います。小学校のデイケアは、宿題の時間を設けています。
● 午後のデイケア時間中におやつの時間を設けています。おやつはご家庭よりご持参頂きます。
● デイケアの担当は、時期により外部の指導員に委託する場合があります。
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Daycare
Days and Hours:
On school days Dismissal - 6:00 pm (Extended daycare: 6:00 pm - 6:30 pm)
On non-school days 8:15 am - 6:00 pm (Extended daycare: 6:00 pm - 6:30 pm)

Overview：
You can use daycare either as a daycare member or non-daycare member.

Daycare Members Non-daycare Members
(one-time users)

Days ● After school hours on school days
● Non-school days (summer school weeks, spring/summer/fall/winter break)
* There will be no daycare service available on Saturday, Sunday, Holidays,
Make-up holidays, school closed days (summer holidays, new year holidays)

How to
apply

Members can use daycare service
everyday by paying the annual
membership fee.

Daycare service can also be used by
paying the daily fee. Advanced
reservation needed. We have only a
limited number of places for
non-daycare members.

Fee ￥210,000/year School days: ￥1,000/day
Non-school days: ￥3,000/day

Payment
Method

Fees should be paid every term.
Term 1 (4-7)    ￥80,000
Term 2（8-12）￥92,500
Term 3（1-3）  ￥37,500

Charge to your bank account on 27th of
the following month.
*Transfer fee will be added to the
transfer amount.

Extended Daycare：
● Extended daycare is available only for one-time use. (need reservation in advance)
● Fee: 300yen/day
● Payment method: Charge to your bank account on 27th of the following month

Summer School:
● Members can attend the 1st and 2nd week of summer school during summer break without an

additional fee.
● Non-daycare members need to apply for the summer school program if they want to use

daycare service during summer school weeks. (additional fee needed)

School Bus:
● Members can apply for school bus service. However, depending on the bus route, we may not

be able to accept the school bus application.
● Daycare school buses depart after 17:40 for members only.
● Members use the regular morning buses with non-daycare members on school days.
● There will be only daycare morning buses for members on non-school days.

Daycare Program:
● Daycare activities will mainly be based on free play and self study. For primary daycare

users, there’s homework time.
● There will be another snack time during after school hours.
● Depending on the season, school may hire a teacher for daycare supervision only.


