
●対象児童
保護者が就労等により昼間家庭にいない、平成
３１年度に小学校に就学している児童
※１～３年生の児童を優先的に受け入れます。
※前年度から引き続き入会を希望する場合も
　申請が必要です。
●開設日時
原則、月曜～金曜日の放課後から18時まで
※土曜日・長期休業期間中は、原則として
　8時から18時まで
※土曜日の開設および開設時間の延長(18時
30分まで)の実施についてはクラブによって
異なります。

●休所日
日曜日、国民の祝日、8月13日～16日、年末年
始（12月29日～翌年1月３日）など

●保護者負担金
７,０００円/月
開設時間の延長を利用された場合 １００円/10分
※減免制度があります。
※各児童クラブにおいて、別途おやつ代などを
徴収されます。

●申込期間
11月１２日（月）～１２月２１日（金）
●申込方法・おたずね
次ページに記載している該当児童クラブまで
（「入会申請書」は、児童クラブで入手できます。）

　児童クラブは、放課後や長期休業期間中に、保護者が仕事などのため昼間は家庭にい
ない小学生を対象に適切な遊びや生活の場として開設しています。（運営は、地域で組
織される運営委員会などが行っています。）

　今年４月に国が実施した「全国学力・学習状況調査」によると、国語・算数 / 数学・
理科の平均正答率※と生活習慣には次の項目で相関関係があることがわかりました。

　市では、これらの生活習慣について
『学力を支える合言葉！』として､学校
と連携して改善に取り組んでいます。
　各家庭でも、いっしょに取り組みま
しょう。
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学力を支える合言葉！学力を支える合言葉！

おたずね／学校教育課　☎ 21‐6196おたずね／学校教育課　☎ 21‐6196

いい

★毎日、同じくらいの時刻に寝ている
★自分で計画を立てて勉強をしている
★平日の家庭学習が１時間以上
★家の人(兄弟姉妹は除く)と学校での出来事について話す
★地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある
★新聞を読んでいる

★毎日、同じくらいの時刻に寝ている
★自分で計画を立てて勉強をしている
★平日の家庭学習が１時間以上
★家の人(兄弟姉妹は除く)と学校での出来事について話す
★地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある
★新聞を読んでいる

※平均正答率とは、「全設問数に対する正答数の割合の平均」です。※平均正答率とは、「全設問数に対する正答数の割合の平均」です。

つも確認  家庭のルールつも確認  家庭のルール

ずず っと続ける  家庭学習っと続ける  家庭学習

もも っと話そう  学校のことっと話そう  学校のこと

放課後児童クラブ入会募集放課後児童クラブ入会募集平成31年度平成31年度

学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について
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小学校区 クラブ名 住　　所 電　　話 平成 30年度土曜日開設状況
（○は全土曜日開設）

今市
今市第１児童クラブ 今市町北本町 2丁目 1-1

（今市小学校内） 25-3735 月 2回（不定期）	
（今市第 1、今市第 2合同実施）今市第２児童クラブ 今市町北本町 2丁目 1-1

（今市小学校内） 21-7611

大津 大津第１児童クラブ 大津町 394（大津小学校地内） 25-2206 ○	
（大津第1、大津第2の交互に実施）大津第２児童クラブ 大津町 588-4 22-3800

塩冶

塩冶第１学童クラブ 塩冶町 675-2 22-6364
○	

（塩冶第２学童クラブで実施）
塩冶第２学童クラブ 塩冶町 653-2 22-8492
塩冶第３学童クラブ 塩冶有原町 3-35 22-7484
塩冶第４学童クラブ 塩冶町 473 22-5660

四絡
四絡第１児童クラブ 大塚町 821-3（四絡小学校地内） 24-4881

第 1･3･4･5 のみ
（いずれかのクラブで実施）四絡第２児童クラブ 大塚町 827-1 23-7115

四絡第３児童クラブ 大塚町 821-3（四絡小学校地内） 24-7719

北陽 北陽第１こどもクラブ 稲岡町 14-3（北陽小学校地内） 25-3740 第 1･3･4･5 のみ
（北陽第 1、北陽第 2合同実施）北陽第２こどもクラブ 荻杼町 211-1 21-1602

高浜 高浜児童クラブ 平野町 1209-2 20-0288 ○

神戸川

神戸川第１児童クラブ 知井宮町 481-1（神門幼稚園地内） 30-1257
第 3･5 のみ

（神戸川第２児童クラブで実施）
神戸川第２児童クラブ 芦渡町 790 25-1750

古志児童クラブ 古志町 1955
（古志スポーツセンター内） 22-7400

高松 高松第１児童クラブ 白枝町 396-1（あすなろ保育園地内） 21-5887 ○
高松第２児童クラブ 浜町 2110-4（旧浜山保育園地内） 22-8466 第 4のみ

長浜 長浜児童クラブ 荒茅町 3901 28-3871 第 1･3 のみ
神西 神西児童クラブ 神西沖町 479-1 43-1910 第 3のみ
上津 上津児童クラブ 上島町 869（上津小学校内） 48-9222 第 1･3 のみ
朝山 朝山児童クラブ 所原町 185 48-2772 第 3･5 のみ
乙立 乙立子どもクラブ 乙立町 1028-4（乙立小学校内） 45-0609 第 1･3 のみ
稗原 稗原児童クラブ 稗原町 2825（稗原小学校内） 48-2250 第 1･3 のみ
平田 平田コスモス児童クラブ 西平田町 6-1（平田小学校地内） 63-3357 ○
灘分 灘分いなほ児童クラブ 灘分町 2091（灘分小学校地内） 63-2636 第 1･3･4･5 のみ
国富 国富あおぞら児童クラブ 国富町 381（国富小学校内） 63-0560 ○

西田･鰐淵･
北浜 ひかり児童クラブ 万田町 790-1（西田楽焼作業場内） 62-0555 ○

さくら ひまわり児童クラブ 東福町 453（さくら小学校内） 63-2883 ○
檜山 檜山ひのき児童クラブ 多久谷町 182-1（檜山小学校地内） 62-0355 ○
東 東みずうみ児童クラブ 鹿園寺町 1004-6（東小学校内） 67-0072 ○
須佐 須佐小児童クラブ 佐田町須佐1137-1（須佐小学校内） 84-1850 第 1･3 のみ

（須佐小、窪田小交互に実施）窪田 窪田小児童クラブ 佐田町一窪田 1988-1 85-2911

多伎 多伎児童クラブ 多伎町小田 50
（多伎地域福祉センター内） 86-7055 第 1のみ

湖陵 湖陵児童クラブ 湖陵町二部1117（湖陵幼稚園地内） 43-8811 ○
大社 杵築児童クラブ 大社町杵築南1201（大社幼稚園内） 53-2245 第 1･3･5 のみ

荒木 荒木児童クラブ 大社町修理免 752-1
（大社ご縁広場南隣） 53-0552 第 1･3･4･5 のみ

遙堪 遙堪児童クラブ 大社町遙堪 73（遙堪小学校地内） 53-5800 第 1･3 のみ
荘原 荘原小児童クラブ 斐川町神庭 273（荘原小学校地内） 72-7725

○
（中部小児童クラブで実施）

西野 西野小第１児童クラブ 斐川町富村520-1（西野幼稚園地内） 72-7198
西野小第２児童クラブ 斐川町富村 519-1（　〃　） 72-4822

中部 中部小児童クラブ 斐川町直江 4778-1 72-5276

出東 出東小児童クラブ 斐川町三分市1076（出東小学校内） 090-6403-
6834

設置校区 クラブ名 住　　所 電　　話
西野 出西児童クラブ 斐川町出西 1495	 31-7177
高浜 デハ１にこにこ児童クラブ	※平成 31年度開設予定 里方町 754-1 21-4517（さとがた保育園）

平成30年度 児童クラブ一覧
●市設置の児童クラブ

●社会福祉法人が運営する児童クラブ

※平成31年度は開設状況等、若干変更になる場合があります。

●対象児童
保護者が就労等により昼間家庭にいない、平成
３１年度に小学校に就学している児童
※１～３年生の児童を優先的に受け入れます。
※前年度から引き続き入会を希望する場合も
　申請が必要です。
●開設日時
原則、月曜～金曜日の放課後から18時まで
※土曜日・長期休業期間中は、原則として
　8時から18時まで
※土曜日の開設および開設時間の延長(18時
30分まで)の実施についてはクラブによって
異なります。

●休所日
日曜日、国民の祝日、8月13日～16日、年末年
始（12月29日～翌年1月３日）など

●保護者負担金
７,０００円/月
開設時間の延長を利用された場合 １００円/10分
※減免制度があります。
※各児童クラブにおいて、別途おやつ代などを
徴収されます。

●申込期間
11月１２日（月）～１２月２１日（金）
●申込方法・おたずね
次ページに記載している該当児童クラブまで
（「入会申請書」は、児童クラブで入手できます。）

　児童クラブは、放課後や長期休業期間中に、保護者が仕事などのため昼間は家庭にい
ない小学生を対象に適切な遊びや生活の場として開設しています。（運営は、地域で組
織される運営委員会などが行っています。）

　今年４月に国が実施した「全国学力・学習状況調査」によると、国語・算数 / 数学・
理科の平均正答率※と生活習慣には次の項目で相関関係があることがわかりました。

　市では、これらの生活習慣について
『学力を支える合言葉！』として､学校
と連携して改善に取り組んでいます。
　各家庭でも、いっしょに取り組みま
しょう。
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学力を支える合言葉！学力を支える合言葉！

おたずね／学校教育課　☎ 21‐6196おたずね／学校教育課　☎ 21‐6196

いい

★毎日、同じくらいの時刻に寝ている
★自分で計画を立てて勉強をしている
★平日の家庭学習が１時間以上
★家の人(兄弟姉妹は除く)と学校での出来事について話す
★地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある
★新聞を読んでいる

★毎日、同じくらいの時刻に寝ている
★自分で計画を立てて勉強をしている
★平日の家庭学習が１時間以上
★家の人(兄弟姉妹は除く)と学校での出来事について話す
★地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある
★新聞を読んでいる

※平均正答率とは、「全設問数に対する正答数の割合の平均」です。※平均正答率とは、「全設問数に対する正答数の割合の平均」です。

つも確認  家庭のルールつも確認  家庭のルール

ずず っと続ける  家庭学習っと続ける  家庭学習

もも っと話そう  学校のことっと話そう  学校のこと

放課後児童クラブ入会募集放課後児童クラブ入会募集平成31年度平成31年度

学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について学力を支える家庭での取組について

社会福祉法人が運営する児童クラブに関するおたずねは各児童クラブにお願いします。
(開設日時や申込期間・方法等は市設置の児童クラブと異なります。）
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