2022 年 SS キッズルームだより No.1
ＳＳキッズルーム（保育＆学童）参加者のみなさんへ
ＳＳキッズルーム（保育＆学童）は⼦供の保育を必要としている学⽣による⾃主保育です。⼤
学が運営しているものではありません。したがって、ＳＳキッズルーム（保育＆学童）では、
保育室の設営からオモチャの調達、毎⽇の掃除、ゴミの始末、保育室の施錠に⾄るまで、運営
にかかわることのすべてを参加者全員に分担していただきます。ＳＳキッズルーム（保育＆学
童）はこのような参加者全員の協⼒の上に成り⽴っているものであることを⼗分ご理解くださ

い。また、⾃主保育という性格上、万が⼀事故等が発⽣した場合は慶應⺟親学⽣会並びに実⾏
委員、⼤学側は⼀切の責任を負い兼ねますことをあらかじめご了承ください。

ＳＳキッズルーム（保育＆学童）に対する⼤学側の位置付け
⼤学による慶應⺟親学⽣会のＳＳキッズルームの位置づけは「託児を必要としている者たちに
よる⾃主的活動」ですが、⼤学側から補助⾦や教室の貸与などのサポートを受けています。

ＳＳキッズルーム(保育＆学童)の保育施設
⼤学から空き教室を借⽤し保育施設としています。借⽤に関しては、通信教育部事務局学⽣部
の学部会の審議をへて正式な許可を得ています。
⼤学内の教室であるため本来保育を⽬的としている場所ではありませんが、⼦どもたちが快適
に過ごせるように⼯夫することでより良い環境を作る努⼒をしています。
2011 年度より、新しく施⼯された⽇吉の独⽴館内教室、三⽥の南校舎教室を借⽤でき、快適
な環境で保育を実施することができました。近年はこのように空調設備の整った⼦どもたちが
快適に過ごせる教室を保育室として利⽤させていただけることが多くなっています。

ＳＳキッズルーム（保育＆学童）のあゆみ
慶應⺟親学⽣会が発⾜したのは 1981 年のことです。発⾜当初の数年間は⼤学内での保育活動
が許可されず、⼤学外の貸し会議室などで「ＳＳ保育」を⾏っていました。
しかし、諸先輩⽅のねばり強い交渉の結果、1985 年に初めて⼤学敷地内での保育活動が許
可され、プレハブ施設での保育が⾏なわれるようになりました。その後もよりよい保育環境を
確保しようと地道な交渉が続けられ、現在では空調設備の整った教室が⼤学側から貸与され快
適に過ごせるようになりました。2005 年より保育⼠さんを(株)パソナフォスターに依頼し、そ
れにより「ＳＳ保育」実⾏委員の負担が軽減しました。2006 年は⼤学側から補助⾦をいただ
くまでとなりました。このように「ＳＳ保育」は、歴代の先輩⽅のご尽⼒によって⽀えられ、
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受け継がれてきたものです。2011 年には⺟学は 30 周年を迎え、この「ＳＳ保育」は「ＳＳキ
ッズルーム（保育＆学童）
」へ名称変更しました。⼤学との信頼関係もしっかりと築かれ、多⼤
なるサポートが受けられるようになりました。先輩⽅からの贈り物とも宝物ともいえるこの
「ＳＳキッズルーム（保育＆学童）」を、時には守り、時には新しいアイデアを出し合いなが
ら、また次の世代へと⼤切に受け継いで⾏きましょう︕

⾃主保育って︖
あるお宅で５組の⺟⼦が遊んでいました。そのうち３⼈のお⺟さんがお買い物に⾏く事になっ
たので、残った２⼈のお⺟さんで５⼈の⼦どもを⼀緒に⾒ている事にしました…。これが⼀番
⾝近な⾃主保育です。
⾃主保育とは、同じ思いを抱く親があつまり、⼦どもを預かったり、預けたりしながら、親の
⼿で保育の場をつくることです。
慶應⺟親学⽣会の⾃主保育「ＳＳキッズルーム（保育＆学童）」も基本的にはこの考えから成り
⽴っています。ただ、お⺟さん達が保育者になってしまうと講義に出席する事ができません。
だから、みんなでお⾦を出し合って保育者さんをお願いしているのです。保育料１講義あたり
いくらと聞いてしまうと、つい託児所と混同しがちです。しかし、⺟学のＳＳキッズルーム
（保育＆学童）は参加する⼈が全員で協⼒し合いながら運営します。つまり利⽤するあなた⾃

⾝が運営メンバーであり、初めての参加でも、何度も参加していても、ＳＳキッズルーム実⾏
委員でもみんな⽴場は同じです。⼦どもを預けたもの同⼠でチームとなって楽しく協⼒し合い
ましょう。
カギ当番などの係を参加するみんなで分担します。そして、掃除やゴミ捨ても各⾃が協⼒し合
って⾏います。このような仕事は会のためでもなく、ＳＳキッズルーム実⾏委員のお⼿伝いで
もなく、⾃分の⼦どものためなのです。⾃分の⼦どもを預ける場所が汚かったら︖

掃除しま

すよね。⼦どもがゴミを出したら︖捨てに⾏きますよね。難しく考える必要はないのです。
⺟学にはＳＳキッズルーム実⾏委員が数名います。すべての⽅がＳＳキッズルーム（保育＆学
童）利⽤経験者です。ほぼ例年、前年度の利⽤者によって引き継がれています。そして毎年 4

⽉頃から⼤学への書類提出や保育⼠さんの依頼、みなさんへお渡しする資料の作成などをボラ
ンティアで⾏っています。でも、スクーリングが始まってしまえば⼀⼈の受講⽣となり、みな
さんと同様に単位を取るために講義に出席します。ですから、みなさんの上に⽴つわけでもな
く、ましてや託児所の事務員でもありません。⾃分たちが利⽤した経験からどのように運営し
ていけばいいかをアドバイスしてくれる利⽤者としての先輩なのです。⾃主保育についてしっ
かりと理解していただければ、運営もスムーズになります。

お互いが協⼒し合って今年のＳＳキッズルーム（保育＆学童）を成功させましょう︕
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慶應母親学生会
会員各位
２０２２年ＳＳキッズルーム実行委員

ＳＳキッズルーム運営について
今年のＳＳキッズルーム（保育＆学童）の利用を希望する方は、このＳＳキッズルームだよりＮｏ．1 を熟読し、
次の事項をよく理解した上でお申し込みください。
1～２ページ目にありましたように「自主的保育活動」のため、子供を預ける各人が運営に参加して初めて
ＳＳキッズルーム（保育＆学童）は成り立ちます。したがって、責任者は利用する「一人一人」だということを
十分自覚した上で、ご協力ご理解をお願いいたします。
例年、保育場所の清掃やゴミの始末、施錠確認などの当番制に加えて、参加者全員にミーティング企画
運営・設備・備品・医薬品、荷作りなどＳＳキッズルーム（保育＆学童）期間中の係の仕事も担当して頂いて
おります。利用者の方によりよく理解していただき、保育の万全を期するためにも、事前に役割分担をメー
ルでご連絡します。また、日吉のＳＳキッズルーム（保育＆学童）開始前日、および三田の保育開始日前日
にそれぞれ準備会を行いますので、該当日には必ずご出席願います。
保育士の数は申込人数により多少の変動はありますが、5～１０名の子供に対し２名の予定です。
夏のスクーリングは時間的にも体力的にも厳しく、さらに子供を伴っての参加は親子双方にとり大変です。
お互いに同じ志を持つ仲間として励ましあいながら、実りある夏の思い出ができますように努力しましょう。
上記の内容を踏まえたうえで、次ページの申込方法にしたがってお申し込みください。なお期日はいずれも
厳守とし、このＳＳキッズルームだよりＮｏ．１を含め配布資料の再配信は致しかねますので、プリントアウトし
保管ください。

手続きとＳＳキッズルーム（保育＆学童）運営の流れ
□6 月 6 日（月）

受付スタート SS キッズルーム Web サイトから申込フォームに記入して送信
*ただし、定員になり次第申込受付を終了させていただきます。
□6 月 10 日（金）
HP からの申込受付終了。受付完了メールを確認。
□6 月 30 日（木）頃
大学より、スクーリング授業の抽選結果が郵送で届く。
□7 月 6 日（水） 保育料の振込締切日 これをもって申込完了（空きがあれば、追加募集を実施）
□7 月 6 日（水）
キャンセル受付締め切り（入金後のキャンセルは受け付けません）
□7 月 7 日（木）
追加募集受付スタート
□7 月 9 日（土）
追加募集受付締め切り
□7 月 13 日（水）
この日までに郵送で保育カードと念書を提出（原紙は受付完了メールに添付し、参加
者へお送りします）
※追加募集で申し込まれた方はこの日までに入金もお願いします。
□8 月 7 日（日）
□8 月 20 日（土）
□8 月 21 日（日）
□8 月 27 日（土）

13：00～16：00 慶應日吉校舎にて準備会
Ⅱ期午前授業終了後に保育場所の撤去作業
13:00～16:00 慶應三田校舎にて準備会
Ⅲ期午前授業終了後に保育場所の撤去作業

* キッズルームの参加人数が十分に集まらなかったコマについては、開催を見送ることがあります。また
参加日程の調整にご協力をお願いすることがあります。
* 締め切りを過ぎましたものは受付できませんので、期限厳守でお願いします。
* なお、今後学校側から夏期スクーリング実施方法等の変更がある場合は、キッズルーム運営方
法の変更または実施見送りをさせて頂きます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
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２０２２年ＳＳキッズルーム（保育＆学童）申込要件
● ＳＳキッズルーム（保育＆学童）参加条件
（1） 母学の会員であること。新入会員は原則として５月末までに入会済みであること。５月中に入会し、そ
の年のＳＳキッズルーム（保育＆学童）を利用する人は、会費 2,000 円の振り込みをしていること。
（※追加募集の場合は、申し込み時点で入会可能）
（2） 保護者が夏期スクーリングを受講していること。もしくは卒論登録者が卒論のために夏期スクーリン
グを聴講、通学、大学構内の図書館で自習していること。
（3） 保護者がＳＳキッズルーム（保育＆学童）の運営に参加する意志があり、説明会や準備会に参加できること。
（4） 子どもの年齢は、ＳＳキッズルーム（保育＆学童）利用時点で 3 歳の誕生日を迎えていること。
（5） 保護者と離れる事に慣れていること。
（6） ＳＳキッズルーム（保育＆学童）参加時に健康状態が良好であること。
（7） 運営上のルールに関しては役員の指示に従うこと。
（8） 規定人数 5 名未満の講義（午前または午後×6 日）は開催しない場合があることに、ご承諾頂けること。
※ 通学時間等も考慮し子どもの体力に応じて保護者が責任を持って参加のご判断をお願い申し上げます。
※ 上記条件を満たしていても決まりを守れない方、他の方に迷惑をかける方のご利用はお断りいたします。
● 実施期間と保育士について
期間と場所 ： Ⅰ期、Ⅱ期 日吉校舎教室、 Ⅲ期 三田校舎教室 （詳細は決定次第お知らせします）
保育時間
： 午前 8：45～12：50、午後 13：35～17：35
保育士
： (株)パソナフォスターに有資格保育士の派遣を依頼します。
子ども５～１０名に対し保育士２名の予定です。
● 保育料について
子ども１名につき１講義・・・半日（午前または午後）×6 日
3 歳以上小学 6 年生まで・・・一律 21000 円
科目履修生
・・・一律 24,000 円
他慶友会さまの方のご参加の場合、母親学生会の年会費として、＋2,000 円いただきます。
※ ㈱パソナフォスターが加入している「イベント託児保険」の保険料は上記の保育料に含まれていますの
で、保育時間内のお子さんにもこの保険が適応されます。 ただし児童文化研究会のイベント時と保育士の
休息時間は上記の「イベント託児保険」の適用時間外になりますのでご了承ください。
※ 別途保険に加入したい場合は、各保険会社にご自身で連絡してください。
※ 年齢をお間違えの無いよう、よくご確認ください。2022 年 SS キッズルーム利用時点で 3 歳から小学 6
年生のお子さんとなります。
● 追加募集と日割り保育について
ＳＳキッズルーム（保育＆学童）申し込み締め切り後、定員に余裕のある枠に対して追加募集を行いま
す。追加募集は先着順で 1 講義（半日（午前または午後）×６日）単位の申し込みを優先しますが、状況に
よっては日割り（半日ｘ１日）で 3 歳から小学 6 年生４,８００円での受け入れを検討いたします。
年少児の１日利用は、不慣れな場所に預けられることによるお子さんへの負担を考慮のうえ、保護者が責
任を持って判断いただきますようお願いします。参加条件は上記と同様です。
追加募集の詳細は、ＳＳキッズルーム（保育＆学童）受付締め切り後に順次お知らせ致します。

ＳＳキッズルーム（保育＆学童）申込方法と締め切り

６月６日（月）9 時スタート 締め切りは ６月１０日（金）（定員になり次第締め切ります）
（1）
キッズルームＷｅｂサイト http://sshoiku.jimdo.com/ の「ご利用案内」申込フォームに記入し申し込む。
（2）
受付完了の確認メールが届いたら７月６日(水) までに、下記の口座あてに保育料を振り込む。
ゆうちょ銀行 口座 １０２５０－８９７４５０９１
加入者 慶應母親学生会
※支払い者の氏名は、慶應母親学生会会員（ご本人）の氏名を記入してください。
（３）書類２点を７月１３日（水）迄にキッズルーム実行委員宛ご郵送ください。後日郵送先をお知らせします。
□ 保育カード（子どもの人数分）
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□ 念書（捺印を忘れずに！大学に提出します）
※ 申込フォーム送信とご入金の確認をもって申し込みの完了とさせていただきます。
※ 受付完了の旨をメールでご連絡しますが、少しお時間をいただくことがあります。手続きに問題
がない限り利用料の確認および受領通知はいたしませんのでご了承ください。

ＳＳキッズルーム（保育＆学童）申込後について
● キャンセル・変更について
７月６日（水）までにお申し出ください。また７月６日以降の保育料の払い戻しは致しかねますので、あらか
じめご了承ください。いずれの場合もお早目にご連絡をお願いします。
連絡先
慶應母親学生会 keiohahagaku@gmail.com
● 説明会 各期の準備会後に実施します。必ずご参加をお願いします。
● 準備会 保育室の清掃や設営を行います。発送荷物の都合で日時変更があればお知らせします。
・第一回（Ⅰ・Ⅱ期利用者対象）
日時 ８月 ７日（日）13：00～16：00 日吉保育場所（決定次第追ってご連絡します）
・第二回（Ⅲ期利用者対象）
日時 ８月２１日（日）13：00～16：00 三田保育場所（決定次第追ってご連絡します）
＊各自の参加する日を申込書に記入のこと。参加が困難な場合はご相談下さい。
● ＳＳキッズルーム（保育＆学童）に各自準備するもの
（1） リュックサックまたは大きめの袋に子どもの着替え・帽子・タオルなどを入れ、準備会の日に保育場所
に 持参する。全ての物に記名のこと。 昼寝をするお子さんは、昼寝用のバスタオルをご用意ください。
（2） お子さんの健康保険証（母親が常に携帯しておくこと）
● ＳＳ期間中の当番と係について
全参加者で当番と係を受け持ちます。鍵当番、掃除当番、昼休み教室当番、ミーティング企画運営
係、設備係、備品・医薬品係、荷造り係があります。各係が担当する仕事の内容は、後日お送りする ＳＳ
キッズルームだより No.2 に詳細を掲載します。
● 利用者の決まり
（1）
子どもの引渡しと引き取りは時間厳守でお願いします。遅れると、保育士がお昼の休憩に入れない
などの支障をきたします。昼食は必ず子どもと一緒にとってください。
（2） 子どもは必ず保育室まで連れてきてください。連絡事項がある場合は「健康カード」(後日送付)に記入
し保育士にも直接お話しください。
（3） 子どもの健康状態には十分留意してください。体調が良くない場合（食中毒、風邪、発熱など）は、他の
子どもへの感染なども憂慮されますので、保育への参加はお控えください。保育期間中に感染の恐れがあ
る病気にかかった後回復し、再び保育を利用する場合は、医師の許可を得た上で参加してください。
（4） 災害発生時には速やかに避難場所（保育場所と併せてお知らせします）、または保育室に子どもを迎え
にきてください。
（5） 各自受講する講義室がわかり次第、保育場所の講義室一覧表に記入してください。
（6） 医療施設については、ＳＳキッズルームだより No.2 でお知らせします。
（7）
各自、荷物の整理整頓には十分留意し、他の方に迷惑をかけないようにしてください。
（8） 提出していただく書類は慶應母親学生会で責任を持って破棄いたしますが、返却を希望される方は各
自のＳＳキッズルーム（保育＆学童）利用最終日に各実行委員までお申し出ください。
尚、保育カードはＳＳキッズルーム（保育＆学童）終了後に返却いたします。
● その他
お申し込み頂いた方には、ＳＳキッズルーム実行委員よりメールや郵送書類などで連絡をさせていただくこ
とがありますのでご了承ください。次号のＳＳキッズルームだより No.2 は、利用者の各当番・係が決定次第
メールにてお送りします。その他何かご質問等ありましたら、お気軽に下記へご一報くださいませ。
問合せ先 慶應母親学生会 keiohahagaku@gmail.com
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