
※保護者記入欄    Por favor o responsável preencher este quadro em negrito forte

入会児童氏名  Nome da criança que ingressará

児童との続柄
grau parentesco com a criança

児童
grau parentesco com a criança

との続柄

就 労 者 区 分
 Classificação de Funcionário(a)

（土曜日
(Sábado)                   hrs               min                           hrs              min (Quantidade de horas trabalhado por dia)

）　　時　　 分～　　　  時　　 分（１日の勤務　 　　時間）

入会クラブ名 Nome do Clube Infantil (Jidou Kurabu)学年　Ano Letivo 

Jidou Kurabu (児童クラブ)

放課後
Atestado de trabalho para poder cuidar da criança após o horário das aulas

の児童育成に欠ける事由証明（就労）

　　 父
 pai               mãe               avô                      avó                        outros      

  ・ 母  ・ 祖父  ・ 祖母  ・ その他（　　　　　　　　　）

仕 事
         Conteúdo do Serviço

 の 内 容

１ヶ月
      Quantos Dias Trabalha por Mês

の就労日数 日
dias                                        Quantos minutos leva para ir de casa até  o trabalho 

　　 　　通勤時間　　　           　　分

就労
　Nome Completo　　　　　　　

者名

内　　　　　　　　　　　　　　容
                            Conteúdo

区　　　　　　 分
　　　　　　classificação

特　記
item em Especial (horas extras,etc)

　事　項

職　　　　　 　種
              Tipo de Trabalho

　　１　常　勤
trabalho efetivo　　                　meio período　                        outros      

　　　２　パート　　３　その他（　　　　　　　 　）

　　上記
Comprovo conforme o d escrito acima que está trabalhando

のとおり雇用していることを証明します。

年
ano　     　      mês         　　 dia

　　 月　　 日

　　所在地
Endereço da Firma:

（住所）

　　事業所
Nome da Firma:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）

　　代表者
　Nome do Representante:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　carimbo

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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内

容

就労
          Data de Admissão no Trabalho

開始（採用）日 　　　　　　　  　年
ano　　          　mês　　          　dia

　　　月　　　日

１日の勤務時間帯等
Horário de trabalho e Qtas hrs trabalha por dia （平日

(Dias Úteis)             hrs               min                          hrs              min  (Quantidade de horas trabalhado por dia)

）　 　時　　 分～　　　　時　　 分（１日の勤務　 　　時間）

　　住　 所
Endereço:

　　病院
Nome do Hospital:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                              　　　　（TEL)

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）

　　担当
Nome do Médico Responsável:　　　　　　　　　　                                                          　carimbo

医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（注
（Atenção） Caso o fato não seja verdadeiro poderá ter o cancelamento da inscrição

）　事実と相違した場合は入会を取り消すことがあります。

放課後
Atestado de trabalho para poder cuidar da criança após o horário das aulas(doentes, enfermeira,etc) 

の児童育成に欠ける事由証明（疾病・看護等）

病　　   人　 　  名
Nome do Paciente Doente

病　　　　　 　    名
Nome da Doença

発  病
Data Quando Adoeceu

  年  月  日 　　　　　　　　年　　　月　　　日
ano　　           　mês　             　dia

入　  院
Período da Internação

　  期　  間 　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日
  ano　　　        mês　　　             dia　        ～　　　                   　ano　             　mês　           　　dia

　　上記
Comprovo que é verdadeiro conforme o descrito acima.

のとおり相違ないことを証明します。

年
  ano　　　      mês　　    　      dia

　　 月　　 日

看護
Declaração de cuidados e/ou acompanhamento de enfermeira

又は付添いの申立書

上記
Declaro para todos os fins, que a pessoa citada abaixo necessita de cuidados e/ou acompanhamento de enfermeira

病人の看護又は付添いをしていることを申立てます。

　　　　　　　 氏　名
 Nome Completo:

看護
Local de cuidados e/ou acompanhamento de enfermeira

又は付添人の場所 　 病院
    Hospital　　　　　       Diversos

　 　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日　数
Quantos dias e Quantas horas

　及　び　時　間 毎日
 todos os dias　　　　 　　　　　　  　mês　　　　　　   　dia            　　　　  durante o dia　　　　    quantas horas

　　　・　　　　月　　　日　・　　日中　　　　　時間

年
ano　　　　　　 mês　　　　　　　 dia

　　 月　　 日

　　申
Dados do declarante:   Endereço:

立人　住　所

看護
Nome do paciente 

又は付添人の氏名


