
   Application for  Day Care  (by  appointment only)
入室 退室

baby food11:00

11:40

15:00

18:30

処理者

* Pickups are available only to those who are on the pick-up list and marked with a circle below. Please be sure to contact us if the person who will pick you up changes.

・Mon-Sat9：00～17：00　☎ 03‐5444‐1035
・Morning（7：15～8：00）･Night（17：00～20：15）・Sunday、National holiday　☎ 070-5593-3529

）

）

）

）

□shoes　□bath towel2枚　　□Super plastic bag　

□  Diapers in plastic bags       枚

       □Wipes　□Formula       　　□ baby bottle

other 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

Nap time 睡  眠　

Snack Dinner Milk

main dish

side dish

fruit

Time

　　　　　　year 　　        month　　　　　　day

　　　　　　　　/　　　　　　/　　　　　　/
Ｄａｔｅ

 List of allergies
□none
□yes 　( 　　　　　　　　）

from　　　　：　　　　to　　　　　　： （　　　　ｈ　　　ｍ）

Lunch

Reason
for use

　　   　　：　 　　　～　　　　 ：　  　 　　／　     　　：　  　　～　  　　：　 　　

Ｍｅ
ａｌ

Lunch          　：　　　　量（　　　　　㏄）　 　 ／　　 　  　：　　　　量（　　　　　㏄）

保育中の様子・連絡事項：Comments

（記入者名　　　　　　　　　）

Bowel movement：□soft □normal □hard □diarrhea

fruit

From Staff

Change of
clothes

□underwear        　　　□shorts

□tshart         □pants       　□socks

□coat　　□Jacket　　□other

みなと子育て応援プラザPokke   2020.06.11

main dish 

side dish

Time for bottle
feeding

            ：　　　 　（　　　     　cc ）／　　　　　　　　：　　　　（　　　      　　　ｃｃ ）

Favorite play： Notes：
　Things to bring ☑Please write　his(her) name on his(her） things.

  □No　　　　□Yes　（　　　　　　　　　　　　　　　 　        　  　　

  □Yes　　　 □No　（reason　　　　　               　　　　　　　Nap  □nap       hours　　　□none Outdoor play

　　 　：　　quantity:　 □lot 　□moderate　 □little Medication

　　   ：　  　　  （　　　 　　 　　cc　） Immunization

Breakfast

Milk 　Latest Immunizations（　　　　　　　　　/　　   ）

　Morning　　　　℃   ・  Normal　　 　 　℃ Bowel movement 　□Yes（normal　ｈａｒｄ　ｓｏｆｔ　　diarrhea）　　□NO

last night　　　 　：　　　　～　　　　： condition

morning　　 　  　：　　　　～　　　　： Skin rush　

　□ｇｏｏｄ　　□noｔ so good  （　　     　     　  　　　　

  □No　　　　□Yes　（　　　　　　　　　　　　　　　 　        　  　　

入力者

To be filled out by guardiann on day of appointment
Pick up by＊ 　　　Father　　　Mother　　　Other （Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Contact person
in case of
emergency

　 ①Father　　　Mother　　　Other （Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）℡（　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　）

　 ②Father　　　Mother　　　Other （Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）℡（　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　）

Charges (from Pokke)

確認者

Payment
Due Yen

おつりの無いようにご協力お願いします

　備考

A cancellattion fee will be
charged from 12:00

previous day.

If you cancel on a holiday,
Please leave a voice mail.

基本保育childcare fee 早朝・夜間early morning  night 食事meal

Snack

□minatoku(Mon-Sat)
□(Sun,National
holidaｙ)　□
OutsideM((Mon-Sat）
□OutsideMinatoku

：2000+(500×　　 　ｈ)

：2500+(600×　　 　ｈ)

：3000+(700×　　 　ｈ)

+(500×　  　)=

+(600×　　　)=

+(700×　　　)=

Lunch：５００ｙｅｎ
snack ：１００ｙｅｎ
Dinner：５００yen

Ｎｏｔｅｓ
Do　you desire to be
on　the waiting list ？

□Yes　　　□No

Age 　　　　　　year　　　　 　month M
・
FPhone tel                -                  -

Guardian's
　Name

☎03-5444-1035
FAX 03-6435-0885

Dinner

□

□

□

Child's
Name

Pokke ID Ｎｏ．
Today's
date

Application start date: 1 month before the desired date of use (Monday to Saturday on business days) 9:00 am-
(Sunday / Holiday / Fourth Tuesday of every month (Fifth Tuesday if a holiday falls) / Anniversary / New Year's holidays excluded)

Hand  over  　        Hand over in advance
 （　      /      　）　        　（        /        ）

Please ｆｉｌｌ in if you do not mind　　□Refresh　・　□Work　・　□School　　　□For
family　affairs　□Go　to　hospital　・　□Ceremonial　occasion　・　□Nursing　・　□
Other（　 　　  　　）

Sleeping
hours

Body　temperature

complete complete complete

Day　Care     Are you a first time user?　　　　□Yes　　　□No

Address


