
小学校区 クラブ名 運営種別 運営法人 設置場所 TEL

明道フレンド児童クラブ 委託 080-1538-8955

第２明道フレンド児童クラブ 委託 080-9245-7909

フレンドシップ・ハウス児童クラブ 委託 早鈴町１５８３-３（相愛保育園） 090-5947-6118

南フレンドシップ児童クラブ 委託 姫城町２５-１７（南小　余裕教室） 090-1514-8160

第２南フレンドシップ児童クラブ 委託 姫城町２５-１７（南小敷地内専用施設） 080-2721-8058

早鈴フレンドシップ児童クラブ 委託 早鈴町２-１６（都城キリスト協会） 080-8585-2613

東小ひいらぎ児童クラブ１室 委託 080-3999-8858

東小ひいらぎ児童クラブ２室 委託 080-3980-8857

東小ひいらぎ児童クラブ３室 委託 中原町１９-９（専用施設） 080-3373-8856

あやめ原児童クラブ 自主 小鳩会 菖蒲原町２７-１-２（あやめ原こども園） 0986-22-2372

たんぽぽ児童クラブ第１ 委託

たんぽぽ児童クラブ第２ 委託

たんぽぽ児童クラブ第３ 委託 一万城町１３-７-１（たんぽぽキッズ保育園） 0986-36-6636

上長飯エンゼル第１児童クラブ 委託

上長飯エンゼル第２児童クラブ 委託

上長飯認定こども園児童クラブ 委託 上長飯町８１-４（上長飯認定こども園） 0986-22-4843

フォルケホイスコーレ児童クラブ大王 委託 大王町２０-１（大王小　余裕教室） 0986-26-9571

フォルケホイスコーレ児童クラブ大王２ 委託 大王町１２－５（専用住宅） 0986-36-6950

ひまわり児童クラブ 委託 社会福祉法人みのり福祉会 大王町１４-２（小規模保育所ひまわり） 0986-23-9335

かたひら放課後児童クラブ 委託 社会福祉法人ひかり福祉会 志比田町７１８２-１（かたひら認定こども園） 0986-24-7745

祝吉小放課後児童クラブ 委託 社会福祉法人みのり福祉会 祝吉３丁目１４-１（祝吉小敷地内専用施設） 0986-22-4337

ラビキッズ児童クラブ 委託 セイハネットワーク株式会社 栄町４６７２-５（イオンモール） 0986-26-4222

ゆうわかいキッズハウス 委託 ＮＰＯ法人結羽会スマッシュ幸 千町４９５３-１（専用住宅） 0986-26-5934

祝吉どんぐり児童クラブ 委託 郡元２丁目２１-８（専用住宅） 0986-88-0308

第二祝吉どんぐり児童クラブ 委託 祝吉３丁目5番地２（専用住宅） 0986-23-5588

放課後児童クラブゆうやけクラブ 委託 社会福祉法人郡元福祉会 祝吉３丁目１４-１（祝吉小敷地内専用施設） 0986-22-5974

祝吉小こどもクラブ 委託 ＮＰＯ法人エンゼルランプ　育の会 祝吉３丁目９-１８（専用施設） 080-2742-4727

川東 川東小どんぐり児童クラブ 委託 KNM管財株式会社 下川東２丁目３２９５（川東小　余裕教室） 0986-24-1161

五十市小おひさまとはらっぱ児童クラブ第１ 委託 五十町２２４２（五十市小　余裕教室） 0986-22-0830

おひさまとはらっぱ児童クラブ第２ 委託 南鷹尾町１６-９（南鷹尾自治公民館内専用施設）070-2400-1250

さつき児童クラブ 委託 社会福祉法人ますみ福祉会 都島町１１７１（さつき保育園） 0986-23-5250

放課後児童クラブのぼるくんち 委託

放課後児童クラブのぼるくんち第２ 委託

今町 今町小さつき児童クラブ 委託 社会福祉法人ますみ福祉会 今町８９２３（今町小　余裕教室） 0986-39-2661

五十市保育園放課後児童クラブ 委託 久保原町２８-１０（五十市小規模保育園）

五十市保育園第２放課後児童クラブ 委託 久保原町２９-４（五十市認定こども園）

明和小ひいらぎ児童クラブ 委託 ＮＰＯ法人子育て応援団ひいらぎ 久保原町３４-２７（明和小　余裕教室） 080-1775-0663

西小ひいらぎ児童クラブ 委託 ＮＰＯ法人子育て応援団ひいらぎ 蓑原町８２４０-３（専用施設） 080-3995-8859

都原児童センターおひさまとはらっぱ児童クラブ委託 ＮＰＯ法人子育てネットおひさまとはらっぱ 都原町３７-２（都原児童センター） 0986-22-6400

放課後児童クラブみんなのおうち 委託 社会福祉法人つくし会 南横市４２２６-１１（専用住宅） 0986-22-4323

にし幼稚園児童クラブ第１ 委託

にし幼稚園児童クラブ第２ 委託

もちおどんぐり児童クラブ 委託 社会福祉法人ルンビニ保育会 南横市町８３１２（ルンビニもちお保育園） 0986-22-5421

沖水小こどもクラブ第1室 委託 太郎坊町１９７３（沖水小敷地内専用施設） 0986-38-1331

沖水小こどもクラブ第2室 委託 太郎坊町１９７３（沖水小　余裕教室） 080-2742-3717

沖水小こどもクラブ第3室 委託 太郎坊町３５１７-３（専用施設） 080-8378-2275

山野原保育園放課後児童クラブ 委託 社会福祉法人なかま福祉会 太郎坊町３１４９-１（山野原保育園） 0986-38-3700

すくすく沖水児童クラブ 委託 NPO法人桜ます 太郎坊町2049-4　（専用住宅） 080-5603-4374

こじぃの森・しわちクラブ 委託 ＮＰＯ法人こじぃの森・こどもの時間 上水流町１６２４-１（専用住宅） 0986-77-5742

らいおんキッズクラブ 委託 学校法人知勇学園 上水流町１７５７-１（専用施設） 0986-36-0646

丸野 フォルケホイスコーレ児童クラブまるの 委託 社会福祉法人スマイリング・パーク 野々美谷町２９４８-３（専用施設） 0986-36-7225

庄内 ルンビニ児童クラブ 委託 社会福祉法人ルンビニ保育会 庄内町１２４６８（ルンビニ保育園） 0986-37-0569

菓子野 菓子野保育園児童クラブ 委託 社会福祉法人みのり福祉会 菓子野町９５４８-７（専用住宅） 0986-37-1766

乙房こども園児童クラブ 委託 乙房町３２３（乙房こども園）

乙房こども園第2児童クラブ 委託 乙房町３７６-１（専用住宅）

梅北 梅北フレンドシップ児童クラブ 委託 社会福祉法人相愛会 梅北町４６８７（梅北小　余裕教室） 080-2542-8876

こじぃの森・やっさクラブ 委託 ＮＰＯ法人こじぃの森・こどもの時間 安久町２５４６-１（安久児童館） 0986-39-5855

フォルケホイスコーレ児童クラブ早鈴若葉 委託 社会福祉法人スマイリング・パーク 早鈴町１９３２-２（専用施設） 0986-36-5802

富吉 すくすく第１児童クラブ 委託 山之口町富吉１５６２-１（専用住宅） 080-5603-4374

山之口

麓

さかえ児童クラブ 委託 社会福祉法人さかえ福祉会 高城町穂満坊２５５３-５１（さかえこども園） 0986-58-5565

フォルケホイスコーレ児童クラブ高城 委託

フォルケホイスコーレ児童クラブ高城２ 委託

有水 有水小放課後児童クラブ 直営 都城市 高城町有水３３５４－１（有水小　余裕教室） 0986-59-9480

石山 石山小放課後児童クラブ 直営 都城市 高城町石山１１０９－４（石山児童館） 0986-58-6066

山田 山田小放課後児童クラブ 直営 都城市 山田町山田３９３１（山田小　余裕教室） 0986-64-2041

中霧島 谷頭児童館放課後児童クラブ 委託 社会福祉法人都城市社会福祉協議会 山田町中霧島３２８３-５（谷頭児童館） 0986-29-4111

木之川内 木之川内小放課後児童クラブ 直営 都城市 山田町山田９３５０（木之川内小敷地内専用施設） 0986-64-3368

高崎町放課後児童クラブあおぞら第１ 委託

高崎町放課後児童クラブあおぞら第２ 委託

高崎つくしっ子児童クラブ 委託 NPO法人子育て支援つくしっ子 高崎町大牟田１１９０-１（専用住宅） 080-5794-9594

高崎麓 高崎麓小児童クラブ 委託 高崎麓小児童クラブ運営委員会 高崎町前田２３３０（前田地域公民館） 080-1735-2293

高崎江平 江平つくしっ子児童クラブ 委託 NPO法人子育て支援つくしっ子 高崎町江平２３４０（専用住宅） 080-5794-9594

東

ＮＰＯ法人子育て応援団ひいら
ぎ

上東町１１-２０（東小　余裕教室）

社会福祉法人スマイリング・パーク

＜令和４年度　都城市放課後児童クラブ実施一覧表＞

明道

社会福祉法人相愛会

八幡町１２-４（明道小　余裕教室）

南

上長飯

社会福祉法人たんぽぽ福祉会
一万城町１２-２（たんぽぽ保育園） 0986-23-3313

社会福祉法人エンゼル会
上長飯町８１-１１-１（上長飯エンゼル児童館） 0986-26-9587

大王

祝吉
KNM管財株式会社

五十市

ＮＰＯ法人子育てネットおひさま
とはらっぱ

社会福祉法人つくし会

0986-37-1212

鷹尾２丁目１５-６（専用住宅） 0986-22-4323

明和
社会福祉法人五十市保育園 0986-22-2110

西

学校法人山下学園にし幼稚園 南横市町３９９２-１（小規模保育所こどもの森）0986-25-3344

沖水

ＮＰＯ法人
エンゼルランプ　育の会

志和池

乙房 社会福祉法人こまつ会

安久

NPO法人桜ます
すくすく第２児童クラブ 委託 山之口町花木２５５２（旧山之口幼稚園）

高崎
ＮＰＯ法人子育て応援団あおぞら 高崎町大牟田１１７９-１（高崎小　余裕教室） 0986-62-1511

0986-57-4262

高城
0986-58-6600高城町穂満坊２０（高城児童館）社会福祉法人スマイリング・パーク


