
地域 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号 入所申込受付開始日 入所説明会開催日 問い合わせ可能日

養正地区放課後児童クラブきの子
津市丸之内養正町１４番１号（養正小
学校校内）

２４６－６５２５
2月３日

(小学校入学説明会後)
3月1日 平日のみ（13時～18時）

修成地区放課後児童クラブしいのみ会 津市修成町９番1号（修成小学校内） ２２６－６２４６ ２月上旬 2月中旬 平日のみ

南立誠地区放課後児童クラブひまわり
会

津市桜橋二丁目３９番地（南立誠小学
校内）

２２６－６２４７ 説明会で受付期間を案内 小学校入学説明会同日 随時

観音寺地区放課後児童クラブどんぐり
会

津市観音寺町４５５番地１ ２２６－６２４４ 11月19日～11月25日 11月19日午前10時 随時

北立誠地区放課後児童クラブたつの子
会

津市江戸橋一丁目３０番地（北立誠小
学校内）

２３１－２６９８ 2月9日 2月9日 随時

敬和地区放課後児童クラブえのき会
津市中河原４４５番地（敬和小学校校
舎内）

２２６－９６２０ 2月末 小学校入学説明会後 随時

育生地区放課後児童クラブくるみ会
津市下弁財津興１３５０番地（育生小学
校内）

２２６－６２４５ ２月9日 2月17日 随時

新町地区放課後児童クラブわかば会
津市八町三丁目３番１号（新町小学校
内）

２７１－８１７０
2月（小学校入学説明会

同日）
3月上旬 随時

藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会 津市藤方１６２７番地（藤水小学校内） ２２８－５６０６
2月上旬（小学校入学説

明会同日）
3月上旬

平日のみ（12時30分～18
時40分）

高茶屋地区放課後児童クラブさくら会
津市高茶屋三丁目１番１号（高茶屋小
学校内）

２３４－３３７２ 2月中旬頃 2月中旬頃 1月頃

キッズクラブ　あいらんど　★ 津市城山一丁目２番２２号 070-8508-1610 9月初旬頃 随時（個別対応） 随時

はなこま放課後児童クラブ　★
津市高茶屋小森上野町字野田７７８番
地

２３８－１６１７ 10月3日～10月20日 随時 随時

第二はなこま放課後児童クラブ　★
津市高茶屋小森上野町字野田７７８番
地

２３８－１６１７ 10月3日～10月20日 随時 随時

安東地区放課後児童クラブひだまり 津市納所町２３４ ２２４－１２１２ 小学校入学説明会後
2月2日予定（小学校入学説

明会同日）
随時

神戸地区放課後児童クラブみどりっ子 津市神戸３３２番地１（神戸小学校内） ２２４－４３２７
小学校入学説明会後

（2月中旬頃）
小学校入学説明会と同日 随時

櫛形地区放課後児童クラブくしがた会
津市分部１２１１番地１（櫛形小学校
内）

２３７－３３２６ 小学校入学説明会後 小学校説明会同日 随時

雲出地区放課後児童クラブＡＳＫIＤＳく
らぶ

津市雲出本郷町１１６４番地（雲出小学
校内）

２３５－３１３１ 12月1日～ 2月5日 随時

一身田地区放課後児重クラブつくし会
津市一身田大古曽３５５番地（一身田
小学校内）

２３２－１５２１
2月上旬頃

小学校入学説明会後
2月上旬頃

小学校入学説明会同日
平日のみ

すばる児童クラブ　★
津市一身田平野３６０番地１（すばる児
童館）

２３６－０１１５ 2月中旬頃 2月初旬頃 随時

とよの放課後児童クラブ　★ 津市一身田豊野１９７９番地１ ２３１－１３６４ 10月1日 随時 随時

放課後児童クラブあゆみ野1.2　★ 津市一身田大古曽１４５３番地３ ２３２－６１１１ 9月1日より随時
月火水金の夕方（要予約）個

別説明会
平日のみ
9時～19時

放課後児童クラブあゆみ野3　★ 津市長岡町709番地5 ２３２－６１１１ 9月1日より随時
月火水金の夕方（要予約）個

別説明会
平日のみ
9時～19時

放課後児童クラブいっぽ　★ 津市栗真中山町３８番地１ ２３２－７０７０
1月5日～31日

（多数申込の場合抽選）
3月頃 随時

白塚地区放課後児童クラブはまっ子会
津市白塚町４４６３番地（白塚小学校
内）

２３１－１３８２
①11月1日～11月30日
②2月10日～2月28日

①12月初旬
②3月初旬

随時

片田地区放課後児董クラブ青空会 津市片田井戸町４３番地８ ２３７－０９３９
1月下旬頃（小学校入学

説明会同日）
2月上旬頃 11月上旬頃

西が丘地区放課後児童クラブ杉の子
会

津市長岡町８００番地４３７（西が丘小
学校内）

２２５－１３６０
入所説明会日（2月中旬）

以後より
2月中旬頃 12月中旬頃

豊が丘地区放課後児童クラブやまもも
会

津市豊が丘二丁目３４番１号 （豊が丘
小学校内）

２３０－２４１８ 1月末 2月中 随時

放課後児童クラブＦＵＪＩ　ＫＩＤＳ☆　★ 津市豊が丘二丁目５８番６号 ２７３－５２９０ 終了しました 1月最終土曜日 7月下旬

南が丘地区放課後児童クラブたんぽぽ
クラブ

津市垂水２５３８番地１（南が丘小学校
内）

２２９－３８２８ 小学校入学説明会後から 2月下旬～3月上旬頃 随時

南が丘学童クラブぴーす　★ 津市南が丘三丁目１７番８号 070-4517-7728 11月1日 随時個別で説明
平日のみ

（13時～19時）

大里地区放課後児童クラブびーだまク
ラブ

津市大里窪田町１８２１番地 070-1634-0310 終了しました 随時

令和５年度放課後児童クラブ入所申込受付開始日及び説明会開催日程一覧
　放課後児童クラブ（学童保育所）は、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後に安全で充実した生活を
送ることができるようお手伝いをしています。市内の放課後児童クラブは、保護者会や社会福祉法人、ＮＰＯ等 により、82クラブ（公設
民営59、民設民営23）が運営されています。
　各クラブの入所申込受付開始時期・入所説明会開催時期は、以下の通りです。新年度から入所を検討されている保護者の皆様は、
お早めに各クラブに直接お問い合わせください。また、ご不明な点がございましたら、生涯学習課までご連絡ください。

※「公設民営」は市が設置して保護者会など民間が運営する形態、「民設民営」はＮＰＯや社会福祉法人など民間が設置して運営す
る形態です。以下の表の★印は、民設民営のクラブです。詳しくは、クラブにお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期・変更となる場合がありますのでご注意ください。
※放課後児童クラブは、平日の場合は午後からの開所が多数ですので、お問い合わせいただく時間について、ご注意ください。

津



地域 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号 入所申込受付開始日 入所説明会開催日 問い合わせ可能日

上野放課後児童クラブ上野どんぐり会
津市河芸町上野２９６３番地（上野小学
校内）

２６１－６４０８ 小学校入学説明会後から 小学校入学説明会同日 随時

ゆたか学童クラブ　★
津市河芸町中別保１６５６番地（ゆたか
保育園内）

２４５－１１２８ 1月16日頃 3月9日予定 12月下旬頃

みらいの森学童クラブ　★ 津市河芸町三行１００１番地１ ２４５－１１２８ 1月16日頃 3月10日頃 12月下旬頃

千里ケ丘放課後児童クラブひまわり会 津市河芸町千里ヶ丘１５番地３ ２４５－４１６８ 1月7日
1月7日

午後7時～
12月

放課後児童クラブからふる　★ 津市河芸町上野232番地3 ２６４－７１７１
1月5日～31日

（多数申込の場合抽選）
3月頃予定 随時

椋本地区放課後児童クラブ芸濃KIDS 津市芸濃町椋本１８４５番地２ ２６１－６６９１ 11月19日 11月19日 11月19日以降

放課後児童クラブのぞみ　★ 津市芸濃町椋本６２１５番地１ ２６５－６７００ 9月1日より随時
月火水金の夕方（要予約）個

別説明会
平日のみ
9時～19時

美里 美里さつき保育園じゃがいもクラブ　★
津市美里町五百野１６１７番地１（美里さつ
き保育園内）

２７９－２０００ 3月1日 個別対応 随時

明合放課後児童クラブさくらんぼクラブ 津市安濃町田端上野８７４番地２５ ２６８－５８５８ 1月中旬～2月中旬締切
小学校入学説明会

同日
随時

安濃放課後児童クラブひまわりクラブ 津市安濃町内多４７５番地 ２６８－３６３９ 2月1日
小学校入学説明会で入所申
請書類一式を希望者に配布

随時

バンビーニこども村学童保育　★ 津市安濃町太田１８４１番地３ ２０２－２６５９
電話予約後の見学受付

（定員数次第）
無 随時

村主放課後児童クラブすぐりんクラブ 津市安濃連部６８番地（村主小学校内） ２６１－５７６６ 随時受付
2月上旬頃

（小学校説明会同日）
随時

放課後児童クラブＫＵＳＡＷＡＫＩＤＳ 津市安濃町草生1310-3 080-5983-9389 随時受付 1月28日頃 随時

誠之放課後児童クラブ
津市久居西鷹跡町４６２番地１（誠之小
学校内）

２５５－２６０４ 入所説明会終了後 11月中旬 随時

成美放課後児童クラブ
津市久居新町７３７番地（成美小学校
内）

２５５－２００６ 6月1日
1月27日

（小学校説明会と同日）
随時

久居学童クラブぴーす　★ 津市久居新町７０４番地９ 080-5967-7998 11月1日 個別対応
平日のみ

（13時～19時）

子供クラブＳＡＫＵＲＡ　★ 津市久居北口町３６番地１ ２５３－３９６３ 随時 随時
平日のみ

（15時～19時）

立成放課後児童クラブ　げんきっず
津市久居野村町５６０番地（立成小学
校内）

２５５－２５０２ 説明会で受付期間を案内 2月4日 随時

桃園放課後児童クラブ
津市新家町１３５０番地（桃園小学校
内）

２５５－７７３９ 10月11日～10月21日 随時 随時

風の丘児童クラブ　★ 津市戸木町４６０７番地 ２５３－７７１４ 10月12日 2月下旬頃 9月5日

栗葉放課後児童クラブ 津市森町２７０番地（栗葉小学校内） ２５２－２００１ 1月下旬頃 2月上旬頃 随時

広域対応型学童保育どんぐりの家　　いちご組
★ 津市久居小野辺町９８４番地７ ２５３－２６２０

広域対応型学童保育どんぐりの家　　りんご組
★ 津市戸木町７１８５番地1 ２５３－１４５１

榊原地区放課後児童クラブばらっこク
ラブ　★ 津市榊原町５８７２番地 ２０２－２８３１ 随時 随時 随時

香良洲
香良洲放課後児童クラブなかよしキッ
ズ

津市香良洲２２１４番地２ ２９２－３１１１ 小学校入学説明会後から 小学校入学説明会と同日 随時

アドバンスキッズくらぶ
津市一志町八太７８５番地１（一志東小
学校内）

２９３－３０１１ 1月下旬頃 1月下旬～2月初旬頃 随時

一志放課後児童クラブ高岡学童クラブ 津市一志町高野１４５０番地２ ２９３－６２８５ 11月28日～12月9日
11月25日19時～

※要予約
10月13日～平日

13時30分～18時30分

家城地区放課後児童会いえキッズくら
ぶ

津市白山町南家城６４７番地（家城小
学校校内）

２６２－７３１３ 随時 随時 平日のみ

川口放課後児童クラブかわぐちの学童
津市白山町川口１９９１番地（川口小学
校校内）

２６１－２４８４ 3月上旬
1月下旬～2月上旬（学校説

明会時）
平日のみ

14時30分～18時

大三放課後児童クラブWAIWAIくらぶ
津市白山町二本木２８９番地２（大三小
学校内）

２６２－７８７０ 10月下旬 11月下旬 10月下旬

倭放課後児童クラブみんなの倭
津市白山町上ノ村１８２番地（倭小学校
内）

090-3442-4930
1月下旬頃（小学校入学

説明会同日）
1月下旬頃（小学校入学説明

会同日）
随時

芸濃

説明会終了後 12月10日

河芸

安濃

9月下旬頃

一志

白山

久居


