
霧島市溝辺町有川498-7

令和４年4月現在

児童クラブは、保護者の就労などにより放課後の家庭保育
が困難な児童に対し、適切な遊びおよび生活の場を与え、
児童の健全な育成を支援します。

霧島市内の児童クラブ数

国分地区 ：　27か所

溝辺地区 ：　　3か所

横川地区 ：　　3か所

牧園地区 ：　　３か所

霧島地区 ：　　３か所

※入所申し込み等につきましては、各児童クラブへ直接お
問い合わせください。

隼人地区 ：　11か所

福山地区 ：　　2か所

　　　　計 　　52か所

※掲載地区については、児童クラブの所在地ではなく主な
受入れ校区ごとに分けて掲載しています。

霧島市内の児童クラブ案内
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問合せ先　〒899-4351
☆定員数 90名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 47-5600
ｆａｘ 47-5600

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,500 円 （1～3年生）
    4年生5,000円 5年生4,000円 6年生3,000円
　延長保育料 あり
　春休み 月額＋3,000円
　夏休み 月額＋6,500円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所は1,500円減額
※延長7:30～8:00、17:45～19:30　1人目100円
　　　 　　　　　　　　　　　　　 2人目50円
☆保育時間
　平日 学校終了後 ～ 19:30
　土曜 7:30 ～ 19:30
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:30

0
☆受入小学校
　国分北小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4351
☆定員 50名

（あおば幼稚園敷地内） ☆運営主体 学校法人
☎ 47-7811

ｆａｘ 45-8608
メールアドレス aoba.kids@ezweb.ne.jp

☆保育料
　月額 5,000 円
　延長保育料 100 円／日（18時以降）
　春休み 月額＋3,000円
　夏休み 月額＋6,500円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所2,000円減額

0 0
☆保育時間
　平日 学校終了後 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分北小、青葉小

☆障がい児の受け入れ

相談してください

1

不要です！

国分北児童クラブ

国分新町1332

☆クラブのＰＲ
○　小学校敷地内に設置されていることで、学校から帰所する子
　供たちの安全確保ができる。
○　ふれあい広場やコミュニティ広場、郡田川の自然に囲まれた
　静かな場所にあり、四季を通じてのびのび遊ぶことができる。
○　食育の観点から手づくりおやつを心がけている。
○　自主性と協調性を育てるために、「お集まりの会」等で進行
　役や読み聞かせを自らするような場を作っている。

☆　案　内　図

不要です！

あおばキッズ児童クラブ

国分新町1366

☆クラブのＰＲ
　明るい楽しい児童クラブです。（遊び場も広いで
す）高校生のお兄さん達やお姉さん達が来てサッ
カー遊びや一輪車・ドッジボール伝承遊び（土曜日
午前中）いろいろな活動をしています。遊びだけで
はなく勉学にも子ども達は、頑張っています。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4304
☆定員 40名

第２ドリーム保育園内・園前 ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 46-0088

ｆａｘ 46-1191
メールアドレス info@dreamhoikuen.jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,500 円
　延長保育料 100 円/日（18:00～19:00）
　春休み 9,000 円（3月）
　夏休み 10,000 円（7月）

12,000 円（8月）
　冬休み 9,000 円（12月）
※２人目は２割、３人目は３割減額
※バス送迎費別途1,000円あり

0 0
☆保育時間
　平日 12:30 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0
☆受入小学校
　青葉、国分北、日当山、宮内、向花、
　国分、国分南
☆障がい児の受け入れ

相談してください

問合せ先　〒899-4301
☆定員 51名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 45-7800
ｆａｘ 45-7800

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000円～7,000円
　延長保育料 100 円/日
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋7,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※減免有（ひとり親家庭・兄弟入所）

0 0
☆保育時間
　平日 学校終了時 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　青葉小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

2

不要です！

青葉児童クラブ

国分重久2105-1

☆クラブのＰＲ
・施設の隣りに広い遊び場ができ毎日元気いっぱい
遊んでいます。
・絵本の読み聞かせや、わらべうたあそびにも取り
組んでいます。

☆　案　内　図

不要です！

ドリームクラブ

国分清水一丁目25-1・国分清水一丁目16-62

☆クラブのＰＲ
・学校から帰ってきて１時間の学習時間を過ごして
から、子どもたちは自ら遊びを選択して放課後の時
間を楽しくすごしています。また、保育園の中にあ
り、0歳から12歳までの子どもたちが異年齢の関わ
りや遊びを通して、お互いに成長し合っています。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4301
☆定員 30名
☆運営主体 企業組合

☎ 71-0282
ｆａｘ 71-0282

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1～3年5,000円、4～6年3,500円
　延長保育料 100円～ ／30分
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋7,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所2人目以降月謝2,500円
※ひとり親家庭月謝2,500円

0 0
☆保育時間
　平日 13:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

0
☆受入小学校
　青葉小学校・国分北小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4332
☆定員 60名

（ふれあいの郷２Ｆ） ☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 47-3525

ｆａｘ 47-3525

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円
　延長保育料 100〜300 円
　春休み 月謝+3,000円
　夏休み 月謝+10,000円
　冬休み 月謝+3,000円
※２人目以降半額

0 0
☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています 

3

不要です！

児童クラブユニコーン

国分中央二丁目4-3

☆クラブのＰＲ
・児童クラブユニコーン方針
やさしく.たくましく.おもいやりのある子をもとに
・元気いっぱいの児童と毎日楽しく過ごしていま
す。
・お気軽にどうぞ。

☆　案　内　図

不要です！

ほのぼの児童クラブ　しげひさのおうち

国分重久738-1

☆クラブのＰＲ
　広い庭があり、自然の中でのびのびと遊ぶことが
出来ることや、.たくさんの行事など子供たちの活動
作りにも力を入れています。手作りおやつや長期休
暇の給食や子ども給食などの食育活動にも取り組ん
でいます。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4332
国分中央一丁目19-19 ☆定員 25名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 50-2933

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円
　延長保育料 １００〜３００ 円
　春休み 月謝+3,000円
　夏休み 月謝+10,000円
　冬休み 月謝+3,000円 ☆　案　内　図
※２人目以降半額

0 0
☆保育時間 不要です！
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています 

問合せ先　〒899-4332
☆定員 24名
☆運営主体 企業組合

☎ 50-3410
ｆａｘ 50-3410

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1～3年生 5,000円 4～6年生 3,500円
　延長保育料 100円～ ／30分
　春休み 月額+2,000円
　夏休み 月額+8,000円
　冬休み 月額+2,000円
※兄弟入所2人目以降月謝2,500円
※ひとり親家庭月謝2,500円

0 0
☆保育時間
　平日 13:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

0
☆受入小学校
　国分小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

4

ほのぼの児童クラブ　しろやまのおうち

国分中央二丁目6-7

☆クラブのＰＲ
  学校が近く子どもが毎日歩いて帰ってきます。異
年齢の子どもたちが交流を深めながら、米作り(田
植え、稲刈り、脱穀)、夏休みのお泊り会、遠足、
子ども手作り料理等、楽しんで活動しています。ま
た、食育にも力を入れており、手作りおやつ、長期
休暇中の給食も提供しております。

☆　案　内　図

不要です！

児童クラブユニコーンのおうち

☆クラブのＰＲ
・児童クラブユニコーン方針
やさしく たくましく おもいやりのある子をもとに
・元気いっぱいの児童と毎日楽しく過ごしていま
す。
・少人数制です。
・お気軽にどうぞ。



問合せ先　〒899-4332
☆定員 26名
☆運営主体 企業組合

☎ 50-1753
ｆａｘ 50-1753

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1～3年 5,000円 4～6年 3,500円
　延長保育料 100円～ ／30分
　春休み 月額+2,000円
　夏休み 月額+8,000円
　冬休み 月額+2,000円
※兄弟入所2人目以降月謝2,500円
※ひとり親家庭月謝2,500円

0 0
☆保育時間
　平日 13:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

0
☆受入小学校
　国分小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4332
☆登録児童数 40名
☆運営主体 個人事業(法人化予定)

☎ 47-0061
ｆａｘ 47-0061

見学予約フォーム https://lin.ee/ywy3ixj

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,500 円
　延長保育料 200 円（18：00～上限あり）
　春休み 10,500 円
　夏休み 12,000 円（7月）

13,000 円（8月）
　冬休み 10,500 円
※兄弟、ひとり親世帯割引あり
※週3〜週6コースなど選べます

☆保育時間
　平日 小学校終了 ～ 19:00
　土曜 8:00 ～ 20:30
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 20:30
送迎のみ、習い事場所や自宅までの送迎など、必要時相談してください

☆受入小学校
　国分、国分西、国分南、国分北、天降川、向花、富隈

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

5

不要です！

ほのぼの児童クラブ　舞鶴のおうち

国分中央２丁目6-11-1

☆クラブのＰＲ

☆クラブのＰＲ
ミルキー児童クラブの理念は、自分一人で物事を判断し、行動で
きる子どもを育てる。「周囲との豊かな関係性を維持しながら
も、自分らしく生きること」を掲げています。週一回の英語・道
徳教育・そろばんを取り入れ個々の力を伸ばし自信を持った子供
を育てます。校外学習では近くの公園で遊んだり、地域との交流
を踏まえた活動も行っております。詳細はホームページをご覧く
ださい。

☆　案　内　図

  学校が近く子どもが毎日歩いて帰ってきます。異
年齢の子どもたちが交流を深めながら、米作り(田
植え、稲刈り)、夏休みのお泊り会、遠足、子ども
手作り料理等、楽しんで活動しています。また、食
育にも力を入れており、手作りおやつ、長期休暇中
の給食も提供しております。

☆　案　内　図

不要です！

ミルキー児童クラブ

国分中央五丁目2-7

ほのぼの児童クラブ

舞鶴のおうち



問合せ先　〒899-4332
☆定員 90名
☆運営主体

☎ 50-2801
ｆａｘ なし
メール info@kumasanhouse.jp

ホームページ QRコードからアクセスできます！

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 10,500 円
　延長保育料 無料 (20時からとなります）
　春休み 12,500 円
　夏休み 15,500 円
　冬休み 12,500 円
※兄弟入所・ひとり親家庭減免あり

☆保育時間
　平日 小学校終了 ～ 21:00
　土曜 7:30 ～ 21:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 21:00

☆受入小学校
国分小学校・向花小学校
国分西小学校・天降川小学校
富隈小学校

☆障がい児の受け入れ

相談してください

問合せ先　〒899-4353
国分向花町16-14-6 ☆定員 50名

☆運営主体 一般社団法人
☎ 45-8785

ｆａｘ 45-8785

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1・2年6,500円、3年6,000円

4～6年5,000円
　延長保育料 あり
　春休み 月額＋3,000円
　夏休み 月額＋8,000円
　冬休み 月額＋3,000円 ☆　案　内　図
※兄弟入所者5,000円
※ひとり親家庭1～3年5,000円
※ひとり親家庭4～6年4,000円 不要です！

0 0
☆保育時間
　平日 12:30 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

0

☆受入小学校
　向花小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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不要です！

放課後児童クラブくまさんハウス

国分中央二丁目10-3

☆クラブのＰＲ
「のびのびと学ぶ」をコンセプトに毎日来ても
たのしい児童クラブづくりをしています。☆週
1回の英会話レッスン☆駄菓子屋さん運営計画
など、子どもたちが学びと気付きの機会をつく
れるような取組をしています。

☆　案　内　図

株式会社

向花小児童クラブ

☆クラブのＰＲ
「ただいま」と元気よく帰ってくる子どもたちを
「おかえり」と笑顔で迎える支援員。学校もすぐ近
く、また神社も歩いていける環境です。ブロックや
トランプ等の遊び用具の種類も多く、学童の内外で
元気いっぱいのおしゃべりと笑い声が響いていま
す。

ホームページは
こちらから



問合せ先　〒899-4351
国分新町一丁目17-3 ☆定員 22名
（新光こども園内） ☆運営主体 学校法人

☎ 45-0397
ｆａｘ 45-3363 ☆クラブのＰＲ

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 4,000 円（月～金曜日）
　延長保育料 なし
　春休み １日毎に1,200円
　夏休み 8,000 円
　冬休み １日毎に1,200円 ☆　案　内　図
※土曜日は１日毎に1,200円

0 0
☆保育時間 不要です！
　平日 下校時 ～ 19:00
　土曜 8:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　向花小学校（長期休みは指定なし）

☆障がい児の受け入れ

受け入れていません

問合せ先　〒899-4316
国分上小川896-1　ほか ☆定員 170名

☆運営主体 一般社団法人
☎ 71-0850

ｆａｘ 71-0850

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,000 円
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋6,000円
　冬休み 月額＋2,000円
延長保育料 18:00～19:00　100円 ☆　案　内　図

※ひとり親家庭割・兄弟入所割・高学年割有
保護者会費3,600円 不要です！

☆保育時間
　平日 下校時 ～ 18:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 18:00

延長　18:00～19:00
0

☆受入小学校
　上小川小、国分南小、国分西小、天降川小、川原小

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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上小川児童クラブ　bell　flower

　自然いっぱいの中、中庭ではツリーハウスやター
ザン、校庭ではサッカーや一輪車などで遊んでいま
す。
　地域の方々がボランティアとして助けてくださっ
たり、昼食、おやつを作ってくださったりと地域に
密着した児童クラブです。

新光こども園学童クラブ

　広い園庭や豊富な教材、遊具など恵まれた環境の
中、伸びやかに活動しています。温かく、家庭的な
雰囲気を大切に楽しく過ごしています。

☆クラブのＰＲ



問合せ先　〒899-4463
国分下井2109-1 ☆定員 54名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 47-0901

ｆａｘ 47-0901

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円
　延長保育料 100〜300 円
　春休み 月謝+3,000円
　夏休み 月謝+10,000円
　冬休み 月謝+3,000円 ☆　案　内　図
※２人目以降半額

0 0
☆保育時間 不要です！
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分南小

☆障がい児の受け入れ

受け入れています 

問合せ先　〒899-4315
国分湊418-4 ☆定員 39名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 080-6423-5636

ｆａｘ 0995-73-7408

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1年生7,000円、2年生6,500円
　　3年生6,000円、以降1学年ごと1,000円減額
　延長保育料 19時以降15分毎に100円
　春休み 月額＋3,000円（3月）
　夏休み 月額＋5,000円（7月） ☆　案　内　図
　冬休み 月額＋3,000円（12月）
※兄弟入所時長子半額、ひとり親世帯２割減額

0 0 不要です！
☆保育時間
　平日 14:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0
☆受入小学校
　国分南小、天降川小、国分西小

☆障がい児の受け入れ

相談してください
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こくぶみなみ児童クラブ

・児童クラブユニコーン方針
やさしく たくましく おもいやりのある子をもとに
・元気いっぱいの児童と毎日楽しく過ごしていま
す。
・お気軽にどうぞ。

にじの橋　みなと学童クラブ

 ・母体は障がい福祉事業をしており、当クラブは
家庭的で暖かみのある環境の提供を心がけていま
す。

☆クラブのＰＲ

☆クラブのＰＲ



問合せ先　〒899-4462
☆定員 35名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 50-1284
ｆａｘ 50-1284
メール info@jaikiri.net

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,000 円
　延長保育料 200 円/時間
　春休み 1,000 円/日
　夏休み 15,000 夏休み期間
　冬休み 1,000 円/日
　減免 兄弟割等あります。

詳細はスタッフまで。

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 8:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　国分南・国分西・天降川・上小川・平山・その他

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4322
国分福島三丁目45-57 ☆定員 60名

☆運営主体 一般社団法人
☎ 73-3114

ｆａｘ 73-3114

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000～7,000円
　延長保育料 200 円
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋7,000円
　冬休み 月額＋2,000円 ☆　案　内　図
※減免有（ひとり親家庭・兄弟入所）

☆保育時間 不要です！
　平日 学校終了時 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

☆受入小学校
　主に国分西小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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じゃいが霧島児童クラブ

☆クラブのＰＲ
完全送迎対応（学校～児童クラブ～自宅）です。
長期休み（夏・冬・春休み）限定利用についても柔
軟に対応しています。お気軽にご相談ください。

国分敷根658

☆　案　内　図

不要です！

国分西児童クラブ

☆クラブのＰＲ
　元気いっぱいの子どもたちが、異年齢の仲間と一緒に楽しく伸
び伸びと過ごしています。
　施設も広く、中庭やプールもあり、近くの公園に出かけること
もあります。
　季節の行事やイベントなどは、子どもたちが主体的に楽しく活
動しています。
　思いやりと笑顔があふれる充実した時間を大切にしている学童
です。



問合せ先　〒899-4321
霧島市国分広瀬二丁目6-2 ☆定員 45名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 090-1515-3525

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円
　延長保育料 100〜300 円
　春休み 月謝+3,000円
　夏休み 月謝+10,000円
　冬休み 月謝+3,000円 ☆　案　内　図
※２人目以降半額

0 0
☆保育時間 不要です！
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分西小

☆障がい児の受け入れ

受け入れています 

問合せ先　〒899-4322
霧島市国分福島3丁目19-7 ☆定員 30名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 080-5738-3525

FAX 0995-50-4804

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円
　延長保育料 100〜300 円
　春休み 月謝+3,000円
　夏休み 月謝+10,000円
　冬休み 月謝+3,000円 ☆　案　内　図
※２人目以降半額

0 0
☆保育時間 不要です！
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0:00
0

☆受入小学校
　国分西小・国分南小

☆障がい児の受け入れ

受け入れています 
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児童クラブユニコーンBambini

☆クラブのＰＲ
・児童クラブユニコーン方針
やさしく たくましく おもいやりのある子をもとに
・元気いっぱいの児童と毎日楽しく過ごしていま
す。
・お気軽にどうぞ。

☆クラブのＰＲ
・児童クラブユニコーン方針
やさしく たくましく おもいやりのある子をもとに
・元気いっぱいの児童と毎日楽しく過ごしていま
す。
・お気軽にどうぞ。

児童クラブユニコーンCountry



問合せ先　〒899-4322
国分福島二丁目36-34 ☆定員 40名

☆運営主体 社会福祉法人
☎ 080-6463-4674

Mail Cメールで対応いたします。

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円
　延長保育料 30分まで500円　1時間1,000円
　春休み 月額+5,000円
　夏休み 月額+10,000円
　冬休み 月額+5,000円 ☆　案　内　図
※長期休暇は日割り計算があるのでご相談ください。

☆保育時間 不要です！
　平日 学校終了 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

18:00以降は延長保育です

☆受入小学校
　国分西小 ・ 天降川 ・ 国分南小

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい

問合せ先　〒899-4322
国分福島一丁目1-25-1 ☆定員 45名
（こどもセンター内） ☆運営主体 特定非営利活動法人

☎ 47-1572

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 学年により、5,000～8,000円

　春休み 月額＋1,000円×日数
　夏休み 月額＋10,000円（7・８月）
　冬休み 月額＋5,000円 ☆　案　内　図
※延長保育料有り（7:15～7:59、18:00～18:31）
※双子割引き有り・1,000円
※夏休みは、7月は月額のみ、8月に月額+10,000円の徴収。不要です！

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00
※土・長期休は7：15より可能ですが、延長料金が別途発生。
☆受入小学校
　天降川小学校

☆障がい児の受け入れ

相談してください
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NPO法人子育て支援ラルゴ

学童クラブ いきいき

☆クラブのＰＲ

☆クラブのＰＲ
テレビやゲームは一切置かず、外で元気よくあそび
ます。
昔ながらのあそびを大切にし、人と人とのつながり
を大事にしています。

天降川小学校正門より徒歩約5分です。
安心・安全を第一に皆様の大切なお子様をお預かりしま
す。
宿題が終わるようにプロの支援員がサポートします。
主に室内での知育遊びですが、季節に応じた遊びや製作等
も行います。長期休みはイベントを通して、子どもの自主
性や主体性を培うように取り組んでいます。



問合せ先　〒899-5101
隼人町住吉534 ☆定員 77名
NPO法人キッズきりしま ☆運営主体 特定非営利活動法人

☎ 73-5323
ｆａｘ 73-5323

メールアドレス

☆保育料
　月額 6,500 円（おやつ・教材費別）
　延長保育料 200 円/日
　春休み 3,000 円
　夏休み 8,000 円
　冬休み 3,000 円 ☆　案　内　図
※兄弟２人目以降半額　ひとり親世帯半額（月額保育料）

☆保育時間 不要です！
　平日 学校終了 ～ 19:00（延長含む）
　土曜 8:00 ～ 19:00（延長含む）
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00（延長含む）
土曜　長期休み　9:00以前　19:00以降 相談願います

☆受入小学校
　天降川　富隈　宮内　国分　国分西

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4322
☆定員 26名
☆運営主体 株式会社

☎ 70-6095
ｆａｘ 70-6095
E-mail manabiya706095@gmail.com

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 10,000 円
　延長保育料 なし
　春休み 追加なし
　夏休み
　冬休み 追加なし
※　兄弟2人目から3,000円減額
　　週3回利用者　月額5,000円　
　　その他、おやつ代教材費として1,000円
☆サービス提供時間
　平日 小学校終了 ～ 19:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

☆受入小学校
　天降川小学校・国分西小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています。
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不要です！

放課後等児童クラブ　まなびや

①長期休暇中においては、体験型学習を取り入れておりま
す。
②宿題を頑張ります。
③その他、利用者の方々の利便性を極力最優先します。

kidskirisihima_gakudou@yahoo.co.jp

国分福島一丁目19-20

☆クラブのＰＲ
○　異なる年齢の子ども同士、併設されている放デイの子ども達
　とも、お互いを認め合い、日常を過ごしています。
○　メリハリのある生活が送れることをめざしています。
　「静」心を落ち着け、集中力を身につける。
　　　　⇒まなびタイム、読書、ボードゲーム、創作活動
　「動」エネルギーやストレスを発散する。運動会や季節の行事
　　　　等、子どもが主役で企画・運営する。
　　　　⇒園庭活動、運動クラブ、運動会、大かるた大会など。

月額料金+10,000円 ☆　案　内　図

☆クラブのＰＲ

キッズランド児童クラブ



問合せ先　〒899-5101
隼人町住吉295-1 ☆定員 40名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 080-7422-2182

※ 2年生～6年生対象

☆保育料
　月額 10,000 円(2年)

8,000 円(3・4年)
6,000 円(5・6年)

　延長保育料 月額3,000円または200円/時間
　春休み 月額＋2,500円～5,000円
　夏休み 月額＋4,000円～14,000円 ☆　案　内　図
　冬休み 月額＋2,000円～4,000円
※ひとり親家庭の場合、月額から2,000円割引
※ひとり親家庭・兄弟姉妹入所の場合長期休暇の 不要です！

追加料金半額
☆保育時間
　平日 学校終了後 ～ 19:00（最大20:00）
　土曜 7:00 ～ 19:00（最大20:00）
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00（最大20:00）

※保育終了時刻は要相談
☆受入小学校
　天降川小学校

☆障がい児の受け入れ

　相談して下さい

問合せ先　〒899-4322
国分福島2-2319-8 ☆定員 30名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 080-7993-5635

※ 1年生～6年生対象

☆保育料
　月額 10,000 円(1・2年)

8,000 円(3・4年)

6,000 円(5・6年)

　延長保育料 月額3,000円または200円/時間

　春休み 月額＋2,500円～5,000円
　夏休み 月額＋4,000円～14,000円 ☆　案　内　図
　冬休み 月額＋2,000円～4,000円
※ひとり親家庭の場合、月額から2,000円割引
※ひとり親家庭・兄弟姉妹入所の場合長期休暇の 不要です！

追加料金半額
☆保育時間
　平日 学校終了後 ～ 19:00（最大20:00）
　土曜 7:00 ～ 19:00（最大20:00）
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00（最大20:00）

※保育終了時刻は要相談
☆受入小学校
　天降川小学校

☆障がい児の受け入れ

　相談して下さい
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☆クラブのＰＲ

☆クラブのＰＲ
子どもたちの興味に合わせた活動（英会話・ものづくり・
体幹・空手道等）、子どもたちの大好きな球技や乗用玩具
等の外遊び、生き物ふれあい、土曜・長期休みのイベント
（キャンプ・遠足・お祭り）と盛りだくさん！また、子ど
もたちが自分の居場所と感じられるよう心に日々寄り添
い、社会性／学習・生活習慣が身につけられるよう段階に
応じ支援を行っています。お子様にもご家族にも喜んでい
ただける施設を目指しています。

放課後児童クラブ　コミュニティースペース　パレットカラー ルミナス

子どもたちの大好きな球技や遊具での外遊びが雨天時でも
できる広々としたグラウンド、犬たちとの触れ合いタイ
ム、土曜・長期休みのイベント（キャンプ・遠足・お祭
り）、と好きなことがトコトン楽しめる！また、子どもた
ちが自分の居場所と感じられるよう心に日々寄り添い、社
会性／学習・生活習慣が身につけられるよう段階に応じ支
援を行っています。お子様にもご家族にも喜んでいただけ
る施設を目指しています。

放課後児童クラブ　コミュニティースペース　パレットカラー パステル



問合せ先　〒899-5101
隼人町住吉1610-3 ☆定員 30名

☆運営主体 特定非営利活動法人
☎ 080-9697-7708

※ 1年生対象

☆保育料
　月額 10,000 円(1年)
　延長保育料 月額3,000円または200円/時間
　春休み 月額＋2,500円～5,000円
　夏休み 月額＋4,000円～14,000円
　冬休み 月額＋2,000円～4,000円

※ひとり親家庭の場合、月額から2,000円割引
※ひとり親家庭・兄弟姉妹入所の場合長期休暇の

追加料金半額
☆保育時間
　平日 学校終了後 ～ 19:00（最大20:00）
　土曜 7:00 ～ 19:00（最大20:00）
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00（最大20:00）

※保育終了時刻は要相談
☆受入小学校
　天降川小学校

☆障がい児の受け入れ

　相談して下さい
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放課後児童クラブ　コミュニティースペース　パレットカラー ビビット

☆クラブのＰＲ
子どもたちの興味に合わせた活動（英会話・ものづくり・体幹・
空手道等）、子どもたちの大好きな公園遊び、生き物ふれあい、
土曜・長期休みのイベント（キャンプ・遠足・お祭り）と盛りだ
くさん！また、子どもたちが自分の居場所と感じられるよう心に
日々寄り添い、社会性／学習・生活習慣が身につけられるよう段
階に応じ支援を行っています。お子様にもご家族にも喜んでいた
だける施設を目指しています。

☆　案　内　図

不要です！



問合せ先　〒899-6401
☆定員 80名

（溝辺小学校敷地内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 64-9200

ｆａｘ 59-2924

☆保育料(おやつ代込み)
月額 5,000 円
延長保育料 100 円／30分

※減免制度 対応あり

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　問いません

☆障がい児の受け入れ

受け入れます

問合せ先　〒899-6402
☆定員 20名

（白蓮保育園敷地内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 080-2730-2701

ｆａｘ 59-2368

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円
延長保育料 100 円／30分

※減免制度 対応あり

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　問いません

☆障がい児の受け入れ

受け入れます
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不要です！

高陵寺学童クラブ

溝辺町有川204-1

☆クラブのＰＲ
★ 「子どもの最善の利益」を保障することを目指します。
　具体的には、子どもたちが、将来も、よろこびをもって、意欲的に創造
的に、善き社会人となってもらう関わりの仕方に努めます。
★ 子どもの居場所づくりを子どもと共につくる保育を行ないます。
★ 子どもの育ちに大切な役目をもつ保護者が、安心して働ける条件づくり
に努めます。
＊＊＊＊　子どもの生活力づくりの継続学習　＊＊＊＊
(１)　自炊の日　　(２)　かきかた教室　　(３)　環境学習
(４)　人間関係学習　　(５)　あらゆる人々に学ぶ
(６)　その他　和太鼓学習

☆　案　内　図

不要です！

白蓮学童クラブ

溝辺町竹子866

☆クラブのＰＲ
★ 「子どもの最善の利益」を保障することを目指します。
　具体的には、子どもたちが、将来も、よろこびをもって、意欲的に創造
的に、善き社会人となってもらう関わりの仕方に努めます。
★ 子どもの居場所づくりを子どもと共につくる保育を行ないます。
★ 子どもの育ちに大切な役目をもつ保護者が、安心して働ける条件づくり
に努めます。
＊＊＊＊　子どもの生活力づくりの継続学習　＊＊＊＊
(１)　自炊の日　　(２)　かきかた教室　　(３)　環境学習
(４)　人間関係学習　　(５)　あらゆる人々に学ぶ
(６)　その他　和太鼓学習

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-6404
☆定員 120名
☆運営主体 社会福祉法人

☎ 58-4649
ｆａｘ 58-4649

☆保育料(おやつ代込み)
　月額（１～７、９～12月） 6,000 円
　月額（８月） 12,000 円
　延長保育料 100 円/日
（18：00～19：00）

　減免 ８月を除く月額で兄弟入所の場合、
２人目以降1,000円減額になります。

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 18:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 18:00

☆受入小学校
　陵南小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています。ご相談ください。
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陵南児童クラブ

溝辺町麓1244-1

☆クラブのＰＲ
・「自分らしさを発揮できる子ども」、「思いやり
のある子ども」を保育目標にしています。
・陵南小学校正門より歩いて３分。

☆　案　内　図

不要です！



問合せ先　〒899-6303
☆定員 35名

（横川小学校敷地内） ☆運営主体 霧島市
☎ 72-0280

ｆａｘ 72-9366

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円（春休み・冬休みを含む）
　延長保育料 100 円／30分
　夏休み(８月) 500 円／日

☆保育時間
　平日 14:00 ～ 18:30
　土曜 7:30 ～ 18:30
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 18:30

☆受入小学校
　市内の小学校

☆障がい児の受け入れ

相談してください

問合せ先　〒899-6301
☆定員 20名

（安良保育園敷地内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 73-2371

ｆａｘ 73-2372

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円
　延長保育料 なし
　春休み 500円／日
　夏休み 500円／日
　冬休み 500円／日

☆保育時間
　平日 14:00 ～ 18:30
　土曜 7:30 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 18:00

☆受入小学校
　安良小学校･横川小学校

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい
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不要です！

至宝学童クラブ

横川町上ノ4503-1

☆クラブのＰＲ
・「ただいま」と子どもたちが帰ってきて、「お帰
り」と保育者が答え、ホッとできる場になっていま
す。学童の庭や保育園の園庭で伸び伸びと遊んでい
ます。保育園児とも仲よく遊び、やさしく接し、異
年齢交流が自然な形でできています。

☆　案　内　図

不要です！

霧島市横川放課後児童クラブ

横川町中ノ206-1

☆クラブのＰＲ
　低学年を中心に１～６年生までの児童が来所して
います。
　子供たちは、宿題・おやつを済ませ、保護者が迎
えに来るまでの時間を過ごしています。
　家庭的な雰囲気を心がけ、毎月の誕生会、季節の
行事などを計画しています。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-6302
☆定員 31名

(旧　佐々木保育園） ☆運営主体 運営委員会
☎ 72-9152

ｆａｘ 72-9152

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1･2年 5,000円　3･4年 4,000円

5･6年 3,000円
　春休み 500円／日
　夏休み 500円／日
　冬休み 500円／日
※長期休暇のみで利用の場合は、1日　500円

☆保育時間
　平日 14:00 ～ 19:00
　土曜 8:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　佐々木小学校・その他近隣の小学校

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい
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不要です！

佐々木児童クラブ

横川町下ノ925

☆クラブのＰＲ
平成30年4月から、旧佐々木保育園の建物を利用し
て児童クラブを開所しました。少人数ですが、緑豊
かな自然の中で、様々な体験を通してのびのびと元
気に毎日過ごしています。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-6603
☆定員 25名
☆運営主体 運営委員会

☎ 78-3017
ｆａｘ 78-3017

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 3,800 円
　延長保育料 　有
　春休み 月額＋350円/日（土曜除く）
　夏休み 月額＋350円/日（土曜除く）
　冬休み 月額＋350円/日（土曜除く）

☆保育時間
　平日 　　　13:00 ～ 　　　　　　　　　　　　19:00
　土曜 　　　7:30 ～ 　　　　　　　　　　　　19:00
　春・夏・冬休み　　　7:30 ～ 　　　　　　　　　　　　19:00

☆受入小学校
　高千穂小学校　・　三体小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-6507
☆定員 35名
☆運営主体 特定非営利活動法人

☎ 76-1364
ｆａｘ 76-1364

☆保育料(おやつ代込み)
 月額※H29年度～ 1年生4,500円 2年生4,000円
                   3年生3,500円、4～6年生3,000円
 延長保育料 100 円/1回
 春休み 月額＋1,500 円
 夏休み 月額＋1年生3,000円
　　　　　　月額＋2年生3,500円 3年生4,000円

月額＋4～6年生4,500円
 冬休み 月額のみ

☆保育時間
　平日 ※12：00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　牧園小学校・三体小学校・万膳小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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不要です！

わんぱくランド

牧園町高千穂3617-406

☆クラブのＰＲ
・戸外活動が大好きな子どもたち。
　霧島連山の裾野で、四季の移り変わりをはっきりと感
じることができるすばらしい環境を活用した遊びを展開
しています。
・田植え、草取り、稲刈り、脱穀など収穫までの大変
さ、収穫の喜びを体験し、食べることに関心を持ち、食
べ物を大切にする心を育んでいます。

☆　案　内　図

不要です！

牧園にこにこ学童クラブ

牧園町宿窪田1372-2

☆クラブのＰＲ
・牧園にこにこ学童クラブは、四季折々の自然の恵
みに溢れ、（竹の子掘り、栗拾い）子ども達も収穫
を楽しみにしています。また、庭も広く、サッ
カー、野球等で遊ぶこともでき、1年生から6年生ま
で毎日楽しく過ごしています。

   ☆　案　内　図



問合せ先　〒899-6505
☆定員 25名

（中津川小学校内） ☆運営主体 運営委員会
☎ 77-2779

ｆａｘ 77-2779
メールアドレス nakatugawa1282@gmail.com

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 2,000～3,000円（１時間100円）　
　延長保育料 0 円/日
　春休み 1時間50円
　夏休み 1時間50円
　冬休み 1時間50円

☆保育時間
　平日 14:30 ～ 18:00
　土曜 7:30 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 18:00

☆受入小学校
　中津川小学校

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい

20

不要です！

中津川児童クラブ

牧園町上中津川1282

☆クラブのＰＲ
・学校の２階空き教室を利用して運営しています。
・明るい教室で約１時間の学習後、校庭や体育館で
楽しくのびのび遊んでいます。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4204
☆定員 35名

（大窪保育園） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 57-0202

ｆａｘ 57-2948
メールアドレス okubo45@almond.ocn.ne.jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 3,000 円
　延長保育料 100 円/１時間
　春休み 0 円
　夏休み 6,000 円（８月）
　冬休み 0 円
※長期休暇（春・夏・冬休み）のみの利用
　20,000円
　夏休みのみの利用12,000円

☆保育時間
　平日 13:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

0
☆受入小学校
　大田小学校/霧島小学校/永水小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-4201
☆定員 30名

（きりしまこども園内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 57-1482

ｆａｘ 57-1800
メールアドレス kiriho@ruby.ocn.ne.jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 2,500 円
　延長保育料 100 円/1時間
　春休み 0 円
　夏休み 月額＋2,500 円（８月）
　冬休み 0 円

☆保育時間
　平日 14:00 ～ 17:00
　土曜 8:00 ～ 17:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 17:00
※就労等による送迎時間の相談に応じます。

☆受入小学校
　大田小学校・霧島小学校・永水小学校

☆障がい児の受け入れ

 相談して下さい
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不要です！

大窪児童クラブ

霧島川北246

☆クラブのＰＲ
放課後健全育成事業として開設しております。
1年生から6年生まで、学年を越えて活動していま
す。長期休みは、社会見学や自然体験活動をしてい
ます。

☆　案　内　図

不要です！

スジャータークラブ

霧島田口807

☆クラブのＰＲ
自然いっぱいの広い庭でのびのびと活動します。
本が多く揃い、部屋は畳敷きで、家庭的な雰囲気を
大切にしながら異年齢児交流を楽しんでいます。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4201
☆定員 10名

（すめら保育園内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 57-0527

ｆａｘ 57-0526
メールアドレス sumera@po4.synapse.ne.jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 2,500 円（1名）
　延長保育料 無し
　春休み 別額徴収なし
　夏休み 6,000 円（８月の月額）
　冬休み 別額徴収なし
※兄弟姉妹で利用の場合、２人目から月額
　は1,000円割引
☆保育時間
　平日 13:30 ～ 18:30
　土曜 7:30 ～ 18:30
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 18:30

☆受入小学校
　霧島小学校など（定め無）

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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不要です！

すめら学童クラブ

霧島田口2512-19

☆クラブのＰＲ
○下校後の児童が、安心して過ごせる場を提供していま
す。また、家庭や小学校との連携を図り、児童が心豊か
に健やかに成長していけるよう支え、教育的指導、見守
りも行います。○長期休み中は、学習のほか、さまざま
な体験活動を計画し、楽しく過ごせる工夫をしていま
す。○校区外児童、障害児児童、療育児童の受け入れも
行います。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-5121
☆定員 102名

（宮内小学校敷地内） ☆運営主体 運営委員会
☎ 43-8135

ｆａｘ 73-5522

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円（1～3年生）

4,000 円（4～6年生）
　延長保育料 月額1,000 円
　春休み 月額＋3,000円
　夏休み 月額＋7,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所での減免あり

☆保育時間
　平日 13:00 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

☆受入小学校
　宮内小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-5111
☆定員 40名
☆運営主体 社会福祉法人

☎ 080-5274-4651
ｆａｘ 55-8883

メールアドレス kikaku@h-miyukien.info

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円（1年生～3年生）

3,000 円（4年生～）
　延長保育料 なし
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋8,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※夏・冬休みの平日のみ給食（おかずのみ）あり、
　1食250円（要予約）

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　第2土曜日 12:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:30 ～ 19:00
　　　※詳細はお問い合わせください。

☆受入小学校
　日当山小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れていません
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不要です！

姫城児童クラブ

隼人町東郷一丁目208

☆クラブのＰＲ
・教室で出されたプリントや宿題の指導
・ｉｐａｄタブレットを使用したアプリ体験や学習
・遠足、ハロウィン、クリスマス、餅つき大会など
の開催
・日当山小学校から徒歩１分

☆　案　内　図

不要です！

宮内児童クラブ

隼人町神宮三丁目8-25

☆クラブのＰＲ
宮内児童クラブは開設24年目を迎え、令和3年度か
らは新しく建設された施設で生活しています。
児童は3クラスに分かれて宿題・読書・レゴブロッ
ク・校庭での外遊びなど、思い思いの楽しみを見つ
けて過ごしています。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4301
☆定員 30名
☆運営主体 運営委員会

☎ 71-0781
ｆａｘ 71-0781

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 1～3年5,000円、4～6年3,500円
　延長保育料 100円～ ／30分
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋8,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所2人目以降月謝2,500円
※ひとり親家庭月謝2,500円

☆保育時間
　平日 13:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

☆受入小学校
　日当山小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-5102
☆定員 160名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 080-1709-0106
ｆａｘ

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 3,000～6,000円
　延長保育料 100 円/日(18:00から）
　春休み 1,000～2,000円
　夏休み 2,000～4,000円
　冬休み 1,000～2,000円
※兄弟入所・ひとり親家庭　半額減免

☆保育時間
　平日 小学校終了 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

☆受入小学校
　日当山小・宮内小・青葉小
（長期休みはその他校区も受入可）

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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不要です！

ほのぼの児童クラブ　きりしまのおうち

国分重久551-1

☆クラブのＰＲ
　敷地が広く、大きな木が多数あり、子ども達は
『森』と呼んでいます。森では、ブランコや秘密基
地を作ったり、木登りをし、お弁当の日には、涼し
い森で昼食をとることもあります。おもちゃ等、遊
び道具は少ないですが、自分達で工夫し、自然の中
で遊びを楽しんでいます。

☆　案　内　図

放課後児童クラブ　豊夢創家～トム・ソーヤ～

隼人町松永一丁目168

☆クラブのＰＲ
２０２１年度より『雨でも楽しく遊べる校舎』を
テーマに巨大すべり台やボールプール、全長２０㍍
のボルタリング等を室内に完備した新校舎を建設！
また夏は巨大プールで毎日水遊び！その他、遠足や
ＢＢＱ会、クリスマス会等々スタッフが季節ごとに
様々なイベントを企画しております。

☆　案　内　図

不要です！



問合せ先　〒899-5105
☆定員 72名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 43-6645
ｆａｘ 43-6645

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,500 円
　延長保育料 100 円/日
　春休み 月額＋3,000円
　夏休み 月額＋8,000円
　冬休み 月額＋2,000円
※兄弟入所・ひとり親家庭での減免あり

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00
※延長保育　18:00～19:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※早朝保育　7:00～8:00
※早朝保育　7:00～8:00

☆受入小学校
　小野小学校、小浜小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています

問合せ先　〒899-5102
☆定員 120名
☆運営主体 一般社団法人

☎ 71－0235
ｆａｘ 50-3727

ホームページ tomikuma-jidouclub.com/

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 6,000 円
※兄弟姉妹またはひとり親家庭は長子のみ5,000円
　延長保育料 17:35～18:00 100円

18:01～18:45 200円
　春休み 日額 800円
　夏休み 日額 800円
　冬休み 日額 800円

☆保育時間
　平日 下校後 ～ 18:45
　土曜 7:30 ～ 16:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 18:45

☆受入小学校
　富隈小学校
☆障がい児の受け入れ

相談してください

25

不要です！

小野児童クラブ

隼人町小田2468-1

☆クラブのＰＲ
　開所から10年、地域に定着し、児童数も増えてAとBの2ヶ所で
の運営です。一人ひとりの子ども達が放課後を楽しく、遊びを通
して思いやりの心や優しさなど育んでいます。

　小野小学校の隣にあり、

　安心　安全　ほっとできる　放課後のおうちで
す。

☆　案　内　図

とみくま児童クラブ・第２とみくま児童クラブ

隼人町真孝340

☆クラブのＰＲ
第1・第2・第3と3か所の建屋がございます。いず
れも富隈小学校から徒歩でおよそ3分圏内ですの
で、学校の先生方との連携・保護者のみなさまのご
安心・子どもたちの利便性を大切にお預かりさせて
いただきます。

☆　案　内　図

不要です！

※8月以外は毎月、基本料金をいただきます。長期休み
は日額料金がプラスされます。詳しくはお電話でご相
談ください。

※土曜日は延長お預かりを行っていません。学校授業
日の土曜日は下校後からの預かりとなります。



問合せ先　〒899-5116
☆定員 45名

（こどもの城クローバー内） ☆運営主体 社会福祉法人クローバー福祉会
☎ 43-3672

ｆａｘ 43-8654
メールアドレス hoiku96-8-@po.mct.ne.jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,500 円
　延長保育料 100 円／30分
　春休みのみ 9,000 円
　夏休みのみ 15,000 円
　冬休みのみ 7,000 円
※兄弟入所　500円割引

☆保育時間
　平日 下校時 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00
※7:00～7:30、18:00～は延長保育料が発生します

☆受入小学校
　富隈・天降川・小野・宮内

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい

問合せ先　〒899-5117
☆定員 40名

（みつぎ童夢園内） ☆運営主体 社会福祉法人クローバー福祉会
☎ 73-6501

ｆａｘ 73-6502
メールアドレス hoiku96-8-2@train/ocn/ne/jp

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 8,500 円
　延長保育料 別途あり(7：30以前、18：00以降)
　春休み 月額＋3,000 円
　夏休み 月額＋5,500 円
　冬休み 月額＋2,500 円
※兄弟姉妹入所の場合、２人目以降500円減額

☆保育時間
　平日 学校終了時 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

※長期休み中も土曜は18:00まで

☆受入小学校
　富隈小・宮内小・天降川小・小野小

☆障がい児の受け入れ

相談してください
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不要です！

児童クラブ　コスモス

隼人町内514-1

☆クラブのＰＲ
　平成２５年度発足の事業で、保護者が仕事等で昼
間家庭にいない小学生の放課後生活の安定と児童が
生き生き遊ぶための環境作りをしています。各学校
への迎えもあり、安心して預けられます。園のバス
を利用して夏休みは社会科見学等の行事や市営等の
体育館を借用してレクリエーションを行っていま
す。

☆　案　内　図

※長期休暇の
みで利用する
場合の金額で

児童クラブ ドラゴン

隼人町見次1149-6

☆クラブのＰＲ
・認定こども園と併設しており、園児との異年齢交流ができ
ます。
・学校への迎えがあり、安心して預けられます。
・園バスを利用した園外活動も行っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主に長期休業中）

☆　案　内　図

不要です！

※長期休暇の
み利用する場
合は別途クラ



問合せ先　〒899-5101
☆定員 19名
☆運営主体 社会福祉法人

☎ 42-0348

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 8,000 円
　延長保育料 18時～18時30分100円

18時31分から19時まで100円
　春休み 8,000 円
　夏休み 12,000 円
　冬休み 8,000 円
※入会金3,000円

☆保育時間
　平日 13:00 ～ 19:00
　土曜 7:00 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 19:00

☆受入小学校
　富隈小学校

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい

問合せ先　〒899-5117
☆定員 38名
☆運営主体

☎ 080-5927-6773
メールアドレス i.g.c.egao@gmail.com

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 7,000 円 1～2年生

6,000 円 3～6年生
　延長保育料 19時以降1人15分おきに100円
　春休み 月額＋3,000 円
　夏休み 月額＋10,000 円
　冬休み 月額＋3,000 円
※ひとり親世帯は児童一人あたり月謝から1,500円引き

☆保育時間
　平日 下校後 ～ 19:00
　土曜 7:30 ～ 19:00
　春・夏・冬休み 7:30 ～ 19:00

☆受入小学校
　富隈小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れています
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一般社団法人

☆　案　内　図

不要です！

学童クラブ　えがお

隼人町住吉1889-1

☆クラブのＰＲ
当学童クラブの特徴
①月曜日から土曜日まで１９時まで開所しております。
（１９時以降は、延長料金が発生）
②夏休みなどの長期休みや、土曜日にお弁当注文がありま
す
③広い庭や近くの公園で子どもがのびのび過ごせます。

不要です！

隼人児童クラブ わくわく

隼人町住吉971-2

☆クラブのＰＲ
・県産材の木造りの部屋で、少人数で家庭的な環境
を大切にしています。
・隣は住吉公園、向かい側は河川敷公園という恵ま
れた環境の中、晴れた日は思い切り戸外あそびをし
ています。
・見学されたい方には、随時対応いたします。

☆　案　内　図



問合せ先　〒899-4501
☆定員 60名

（牧之原認定こども園敷地内） ☆運営主体 社会福祉法人
☎ 56-2867

ｆａｘ 56-2917

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 5,000 円
　延長保育料 18：00～18：30　100円　　

18：31～19：00　100円
　春休み 0 円
　夏休み 7月　8000 円

8月 8,000 円
　冬休み 0 円
※2人目　月額の半額

☆保育時間
　平日 12:00 ～ 18:00
　土曜 7:00 ～ 18:00
　春・夏・冬休み 7:00 ～ 18:00

☆受入小学校
　牧之原小学校

☆障がい児の受け入れ

相談して下さい

問合せ先　〒899-4501
☆定員 10名
☆運営主体 運営委員会

☎ 080-9057-9027

☆保育料(おやつ代込み)
　月額 4,000 円
　延長保育料 なし
　春休み 月額＋2,000円
　夏休み 月額＋4,000円
　冬休み 月額＋2,000円

☆保育時間
　平日 13:00 ～ 18:00
　土曜 8:00 ～ 17:00
　春・夏・冬休み 8:00 ～ 18:00

☆受入小学校
　福山小学校

☆障がい児の受け入れ

受け入れていません
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不要です！

牧之原認定こども園学童保育「のびのび」

福山町福山4930-2

☆クラブのＰＲ
広大な自然の中、のびのびと保育をしております。
学童での活動は、自主性を尊重し子どもたちの自身
の「これがしたい！」という気持ちを大切にしてい
ます。皆で取り組む活動では、行事の内容などを子
どもたちが考えます。活動を通じてお互いの意見を
尊重することや協力し合うことの大切さ、物事をや
り遂げる充実感・達成感などを得られます。

☆　案　内　図

不要です！

福山児童クラブ

福山町福山2956-4

☆クラブのＰＲ
・福山児童クラブは、「愛林会館」から旧田中別邸
の上の住宅に移転しました。
・広々とした施設の中で、毎日、宿題をしたり、い
ろいろな遊びを作り出して伸びのびと楽しく過ごし
ています。

☆　案　内　図


