託児
集団託児
訪問託児

わたげくらぶ
サロン 一時預かり

子育てイベント
夏の寺子屋
親子のためのミニコンサート

２００２年より「子育てサロンわたげ」として、
母子の居場所作りを続けてきました。
２０１６年４月より
「子育てサポートワーカーズ watage」
として様々な子育て応援を展開しています‼

託児

会議や、講演会、会社のイベント
での集団託児をおこないます

☆イベントでの集団託児
平日 ９：００～１７：００
ワーカー1 人 １,３００円～/1 時間
1 歳半まで 子ども１人につきスタッフ１人
1 歳半以上 子ども３人につきスタッフ１人
＊コーディネート料１,０００円
＊託児の部屋をご用意ください。
＊交通費、消費税は別途いただきます。
＊土日祝、時間外はプラス料金が発生します。
ご相談ください。

託児年齢にあわせた
安全なおもちゃ、託児用品を
ご用意します！
保険も対応していて安心です。

☆訪問での子育て支援
ご自宅での託児、赤ちゃんとお母さんの
ケアをします。
平日 ９：００～１７：００
スタッフ 1 人 １,５００円～/1 時間
＊コーディネート料１,０００円
＊交通費、消費税は別途いただきます
＊土日祝、時間外はプラス料金が発生します。
ご相談ください。
＊わたげくらぶのサービスを利用できます。
（入会金なし）

急な留守でのご自宅でのお子様
のお預かり、語おじ
簡単な家事支援など
ご相談に応じます

watage では、子どもの発達
に合わせて安全なおもちゃを
用意しています。
経験豊富なスタッフが、
日々、研鑽しながら子育て応
援に取り組んでいます！！

わたげくらぶ
サロン・一時預かりのサービスを利用できます

子どもの悩みを聞いても

子ども同士のふれ
同士のふれあいが楽

らって安心できます

あいが楽しそう
しそうです

♡サロン
親子でゆったり過ごしましょう
佐賀市内の幼稚園、「わたげるーむみやき」、「わたげるーむからつ」で、親子
のわらべうた遊び・絵本、ベビーマッサージ、おやつやクラフトの手作りなど
様々な楽しいサロンを行っています
対象： 未就園児とその保護者

参加費: 500 円/1 組（税込み） きょうだいは+200 円

＊予定表あり 問い合わせください
季節のおやつ作り

お兄ちゃんが
おにいち
助産師によるベビーマッサージ

読み聞かせ！
ゃんが

季節の手作り講座

♡一時預かり
「わたげるーむさが」、「わたげるーむみやき」、
「わたげるーむからつ」「わたげるーむたけお」にてお子さまをお預かりします

美容室の

（場所の詳細は↓）

時に

対象：６ヶ月～小学 2 年生
平日 ９：００～１７：００

３０分 ４００円（税込み）

＊地域によって料金体系が異なります。時間外はプラス料金が発生します。

楽しいおもちゃ、
楽しいスタッフ
がお待ちします

ママの

ママ友との

の通院に

ランチに

子育てイベント

♡地域での子どもの居場所作り
夏の寺子屋（佐賀市・7 月）
小学生対象の居場所作り
親子のためのミニコンサート（佐賀市・12 月）

一番楽しかったのは、ぎょうざつ
くりです。粉に水を入れて皮から
作りました。皮を広げて包むのが
楽しかったです。宿題もたくさん
終わらせたよ

寺子屋感想より

五日 間でともだ ちができた

から だんだんた のしくなっ

てきました。
・・・すいかわ

りで はスイカの ところまで

行って当りよかったです。

寺子屋 感想より

地域の中での、子どもの居場所作りを目指しています。
また、親子で参加できるミニコンサート（佐賀市浪漫座）など、子どもの笑顔がたくさん
みられるイベントを企画していきたいと思っています！！

利用料金一覧(2018 年 11 月 1 日より一部改定）
〇企業・イベント向け集団託児
9:00～17:00

左記以

月～金

1,300 円／ｈ

1,500 円／ｈ

土・日・祝

1,500 円／ｈ

1,600 円／ｈ

※別途、初回のみコーディネート料 1,000 円、事業所からの往復交通費(20 円／ｋｍ)スタッフ分、
消費税がかかります。
〇訪問託児
9:00～17:00

左記以外の時間

月～金

1,500 円／ｈ

1,875 円／ｈ

土・日・祝

1,875 円／ｈ

2,125 円／ｈ

※別途、コーディネート料 1,000 円、事業所からの往復交通費(20 円／ｋｍ)スタッフ分、消費税が
かかります。
〇生協託児
9:00～17:00

左記以外の時間

月～金

1,100 円／ｈ

1,400 円／ｈ

土・日・祝

1,400 円／ｈ

1,400 円／ｈ

※別途、コーディネート料 1,000 円、往復交通費(実費)スタッフ分、消費税がかかります。
〇一時預かり(わたげるーむ

さが・みやき)

1 時間からの利用になります。(30 分単位)
9:00～17:00

左記以外の時間

月～金

400 円／30 分

500 円／30 分

土・日・祝

500 円／30 分

600 円／30 分

※初回利用時に、入会金 1,000 円がかかります。
〇一時預かり(わたげるーむ

からつ・たけお)

1 時間からの利用になります。(30 分単位)
9:00～17:00

最初の 30 分
月～金

土・日・祝

500 円

左記以外の時間
最初の 30 分

600 円

その後 400 円／30 分

その後 500 円／30 分

最初の 30 分

最初の 30 分

600 円

その後 500 円／30 分

※初回利用時に、入会金 500 円がかかります。

700 円

その後 600 円／30 分

『佐賀県内 4 箇所にあります』

わたげるーむ からつ
わたげるーむ みやき（げんきくんのみせみやき店内）
カ フ ェ

ド

フルッフ

♡こそだてスペース「cafe de ｆｌｕｆｆ」
木のおもちゃや、カウンタースペースもある
一時預かり
ご利用ください！！

おしゃれな空間でゆったり親子で過ごせます
利用料金

３００円（ドリンクおやつ付き）

＊サロンなど、月のスケジュールをご確認ください

わたげるーむ たけお
わたげるーむ さが

（一時預かり・生協託児）
☆わたげるーむ さが
☆わたげるーむ みやき
☆わたげるーむ からつ
☆わたげるーむ たけお

佐賀市鍋島 2 丁目 4－２ 組合員センター内
三養基郡みやき町原古賀 508－1 げんきくんの店みやき内
唐津市和多田本村 5－29 からつセンター内
武雄市武雄町大字富岡 12243－1 たけおセンター内

【問い合わせ先】
子育てサポートワーカーズｗａｔａｇｅ事務局
〒849－０９37 佐賀市鍋島２丁目４－２

グリーンコープ生活協同組合さが

Tel 080-3483-2529
✉ watagenojikan@gmail.com

