
●対象児童
保護者が就労等により昼間家庭にいない、令和２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
※土曜日の開設及び開設時間の延長（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。
※別途各児童クラブにおいて、おやつ代などを徴収
されます。

●申込期間
１１月１１日（月）～１２月２０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が行っています。）

放課後児童クラブ入会募集放課後児童クラブ入会募集令和２年度令和２年度

おたずね・申込み／出雲市総合ボランティアセンター　〒693-0002 今市町北本町3-1-6（出雲体育館内）
９時～18時（土日もお問い合わせ可）　☎ 21-5400　 FAX 21-1831

出雲市民ボランティアウィーク出雲市民ボランティアウィーク
～令和の幕開け 紡ごう ボランティアのこころ～～令和の幕開け 紡ごう ボランティアのこころ～

出雲市合併15周年記念　

ボランティア
ウィークとは？

　出雲市総合ボランティアセンターでは、毎年11月の第３土曜日を「ボランティアの日」と定め、その
日から一週間を「ボランティアウィーク」としています。この一週間を中心に市内のあちらこちらで、
さまざまなボランティア活動が行われます。

ウィーク企画　豪雨災害被災者支援活動
真備町写真洗浄＠あらいぐま 講演会

　昨年の西日本豪雨災害で被害にあったアルバムの写真を洗
浄する作業が続いています。 岡山県倉敷市の「真備町写真洗
浄＠あらいぐま岡山」の活動に多くの出雲市民が参加しまし
た。その市民が中心となって、人生史の記録とも言える写真を
救出する作業を出雲市
内で始めています。
　今回、その「真備町写
真洗浄＠あらいぐま岡
山」から講師に来てい
ただき洗浄についての
想いやお話を聞く場を
持つことになりました。
ぜひ、ご参加ください。

と　き／11月21日木 13：30～15：00
ところ／出雲市総合ボランティアセンター
講　師／真備町写真洗浄＠あらいぐま岡山
　　　　代 表 福井 圭一 氏

「いずもボランティア図鑑」
2019年版の掲載活動を募集します！！

　市民による様々な活動を「いずもボランティア図鑑」として
まとめます。子どもから大人までが、お互いの活動を紹介し合
うことで、ボランティアの輪が広がっていきます。
　グループ、団体、法人、学校、各機関などで今年行ったボラン
ティアや社会貢献活動をお知らせください。
　お知らせいただいた活動
は、図鑑に掲載するとともに、
当センターのホームページで
も紹介します。

応募方法

今年も
フルカラー
です！

図鑑は毎年市内の学校、
図書館、コミュニティセンターに

配布しています。

センターまでご連絡く
ださい。
掲載は無料です。
掲載後は図鑑を１冊お
渡しします。

11月１6日土～２3日 土・祝

洗浄ボランティアも募集中 昨年度のボランティア図鑑
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小学校区 クラブ名 住　　所 電　　話 令和元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児童クラブで実施）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 塩冶町423-4 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
（いずれかのクラブで実施）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･5 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 1･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

みなみ 朝山児童クラブ 所原町185 48-2772 第 3･5 のみ
乙立子どもクラブ 乙立町1028-4（旧乙立小学校内） 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、窪田小の交互に実施）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
※令和２年度から中部小学校地内に移転開設予定 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
高浜 デハ１にこにこ児童クラブ 里方町 754-1 31-4557
西野 出西児童クラブ 斐川町出西 1495	 31-7177
高松 あすなろ会児童クラブ（仮）※令和２年度開設予定 白枝町 397-2 21-4848（あすなろ保育園）
平田 平田保育会児童クラブ（仮）※令和２年度開設予定 平田町 475-9 62-3207（平田保育所）

令和元年度 出雲市児童クラブ一覧
●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

※令和２年度は開設状況等、若干変更になる場合があります。

社会福祉法人が運営する児童クラブに関するお問い合わせは、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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