
子育て支援と子どもの育ち・
　　　　　　　　居場所づくりを応援します！

↓↓↓↓↓
携帯サイトです。

ブックマークに登録を！

連絡先
〒899-4301　鹿児島県霧島市国分重久2105-1
TEL/FAX　0995-45-7800　 E-mail:a-lopas@po.synapse.ne.jp
http://www.synapse.ne.jp/~aunion/krijidouren-index.htm



～大隅一ノ宮の杜ふところ…環境豊かに育つ子どもたち～

登録児童数　44名
　(障がいのある児童2名)
指導員　常勤3名　
　　　　　非常勤3名
最寄小学校　
　　　宮内小学校

〒899-5121　霧島市隼人町神宮3-4-1
　　（宮内小学校敷地内　徒歩2分　　105.22㎡）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

↓↓↓↓↓
携帯サイトです。

ブックマークに登録を！

・月曜～金曜日　　　午後１２時３０分～午後５時３０分（延長７時迄）
・土曜日　　　　　　　午前７時３０分～午後５時３０分（延長６時迄）　
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後５時３０分 (延長７時迄）　
　　　　＊休日参観、運動会等の学校休業日には開所致します。

月謝（おやつ代含む）　　７０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

霧島市児童福祉課
運営委員会　つくる会

　宮内児童クラブは、保護者の熱い思いから11年
前に発足、初午祭で有名な鹿児島神宮の前の宮内
小学校敷地内にあります。春は宮の杜公園のさく
ら、神宮の新緑がとてもきれいです。四季を通じ
て、自然に恵まれた環境のもとで活き活きと生活
しています。
　毎年夏休みのキャンプや秋の一日遠足、毎月の
誕生会、クリスマス会と楽しい行事やあそびの中
で、放課後を１年生から４年生まで、にぎやかに
楽しい日々を元気に過ごしています。

～新しい施設で、元気いっぱいの子どもたち～

登録児童数　56名
　(障がいのある児童3名)
指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤5名
最寄小学校　
　　　富隈小学校

〒899-5102　霧島市隼人町真孝340
　　　　　　（富隈小学校から30㍍　　80.86㎡）

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４３－８５１３

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１２時３０分～午後７時３０分
・土曜日　　　　　　　 午前７時３０分～午後５時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後７時３０分

月謝（おやつ代含む）　　７０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

霧島市児童福祉課
運営委員会

　10年前の設立当初、お父さんやお母さんたち
が、子どもたちのために壁を抜いたり塀のペン
キを塗ってくれた、古い民家のたくさんの部屋
で、めいっぱい遊んできました。
　そんな思い出がいっぱいのクラブから、学校
近くの新しいクラブへ2008年春移ることができ
ました。
　新しい児童クラブで、みんな元気いっぱい遊
んでいます。

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４３－８１３５



～学校となりの公園に隣接、毎日が、たのしい児童クラブです～

登録児童数　57名
　(障がいのある児童2名)
指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤4名
最寄小学校　
　　　国分北小学校

〒899-4351　霧島市国分新町1332
　　（国分北小学校横　徒歩3分　　81.01㎡）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１２時３０分～午後５時３０分（延長７時半迄）
・土曜日　　　　　　　午前７時３０分～午後５時３０分（延長７時半迄）　
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後５時３０分 (延長７時半迄）　

月謝（おやつ代含む）　　６５００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　（きょうだい4000円　一人親6000円）
　　　延長料金　 有（早朝・延長一人目100円、二人目50円）

霧島市児童福祉課
運営委員会 　小学校の敷地内にあり、ふれあい広場、コミ

ュニティー広場、郡田川に囲まれ、春は花見遠
足、夏はプールや川遊び、秋のいもほり遠足な
ど、四季を通じて自然の中でのびのびと遊んで
います。
　また、食育の観点から手作り給食（バイキン
グあり）や手作りおやつを心がけています。
　子どもたちに「お集まりの会」等で自ら進行
役や絵本を読む場を作ることで、「やる気（自
主性）」と「協調性」を育てています。

～青葉の笛の由来地で、わらべ歌で育つ子どもたち～

登録児童数　51名

指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤3名
最寄小学校　
　　　青葉小学校

〒899-4301　霧島市国分重久2105-1
　　　　　　（青葉小学校から約100㍍　　61㎡）

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４５－７８００

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１２時３０分～午後７時３０分
・土曜日　　　　　　　 午前８時～午後６時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前８時～午後７時３０分

月謝（おやつ代含む）　　６０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

霧島市児童福祉課
運営委員会

　春のお花見、夏の地域夏まつりへの参加、バス
遠足、冬のいちご狩り等、季節ごとの行事。
　日々の学童では、泥だんご作り、紙ボールサッ
カー、ドッジボール、一輪車、縄とび…思い思い
のあそびを楽しんでいます。
　長期の休みには、“わらべうた”の遊び方を教
えてもらっています。“わらべうた”、は昔々の
子どもたちの遊びの中から生まれ、そして子ども
たちから子どもたちへと受け継がれてきました。
ルールを守ったり、自分の番を待ったりとみんな
といきを合わせることが大切です。

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４７－５６００



～待望の施設が完成！　安心して、元気に放課後を過ごしています～

登録児童数　22名
　(障がいのある児童入所　可)
指導員　常勤3名　
　　　　　非常勤1名
最寄小学校　
　　　向花小学校

〒899-4353　霧島市国分向花町16-14-6
　　（向花小学校裏　徒歩3分　　80.86㎡）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１２時３０分～午後７時
・土曜日　　　　　　　午前７時３０分～午後５時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後７時　

霧島市児童福祉課
運営委員会

　向花小児童クラブは、正面玄関からは桜島の噴
煙が見え、後の窓からは霧島連山が望めます。
　クラブ発足以来、何度か引っ越しを繰り返しま
したが、２年前に霧島市から第一号の施設を建て
ていただき、この恵まれた環境になりました。
　活動内容は、毎月の誕生会をはじめ、保護者会
の夏の親子レクレーション、冬はクリスマス会、
春はお別れ会など楽しく活動しています。日々の
生活では、子どもたちが好きな遊びを工夫しなが
ら元気に過ごしています。

～広い庭と自然の中で、すくすくと…育ちを応援！～

〒899-4301　霧島市国分重久738-1
（青葉小学校より1.5㎞　室内25畳　木造2階建て）

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４７－１０９３

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１時３０分～午後６時
・土曜日　　　　　　　 午前７時～午後６時
・春・夏・冬休み　　　午前７時～午後６時

月謝（おやつ代含む）　　５０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

霧島市児童福祉課
運営委員会

　ほのぼの児童クラブは、2008年4月に開所。
男の子6名、女の子3名の小規模人数でのスター
トでした。田んぼや畑、自然に恵まれた一軒家
で、家庭的な雰囲気を大切にしています。子ど
もたちみんなとても楽しく、帰るのも忘れるほ
ど元気な声が飛び交っています。
　子どもたちみんなが、将来元気に優しい心を
忘れず、強く生きることを願っております。　
広い庭があり、自然の中でのびのびと遊ぶこと
ができ、手作りおやつや長期休暇の給食などで
食育にも、力を入れています。
　長期休暇のみや一日(短期)預かりもあります
！

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４５－８８３１

月謝（おやつ代含む）　　７０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

登録児童数　16名
（障がいのある児童1名）
指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤3名
最寄小学校　
　　　青葉小学校
　　　国分北小学校



～地区公民館の温かい見守りの中、すくすくと育っています～

登録児童数　31名

指導員　常勤3名　
　　　　　非常勤3名
最寄小学校　
　　　上小川小学校

〒899-4316　霧島市国分上小川884
　　（向花小学校から200㍍　　上小川公民館内）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　下校時間～午後５時３０分
・土曜日　　　　　　　午前７時～午後５時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前７時～午後５時３０分

霧島市児童福祉課
運営委員会

　上小川児童クラブは、2008年4月、上小川公民

館運営のもと、楽しく、元気いっぱいに開所い

たしました。毎日にぎやかにわがままに過ごし

ています。

　上小川公民館運営ですので、地域の方々がボ

ランティアとして、遊んでくださったり、昼食

、おやつを作ってくださったりと、地域に密接

した児童クラブです。

～行事いっぱいの学童‥‥元気に育て！子どもたち～

登録児童数　17名
（障がいのある児童3名）
指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤2名
最寄小学校　
　　　国分小学校
　　　国分南小学校

〒899-4301　霧島市国分中央3-4-4
　　　（国分小学校より0.8㎞　　鉄筋50坪）

TEL／ＦＡＸ：０９９５－４７－３５２５

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１２時～午後７時
・土曜日　　　　　　　 午前７時～午後７時
・春・夏・冬休み　　　午前７時～午後７時

月謝（おやつ代含む）　　７０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有

霧島市児童福祉課
運営委員会

　私たちは、おもに国分小学校校区の児童で活動
しています。
　夏休みは、海でバーベキューやすいか割り、縄
文の森に行ってバンダント作りをしたり、シビッ
クセンターで活動をしたり、毎日忙しく過ごして
います。
　児童クラブユニコーンは、元気で活発な子ども
たち17名で楽しく毎日を過ごしています。
　私たちは、１年に一回あるハートフルフェアに
参加しています。今年は、おもちゃの「かえっこ
バザール」というのさせていただき盛況でした。

TEL／ＦＡＸ：０９９５－５０－３８４０

月謝（おやつ代含む）　　６０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有



～いつも園児と一緒！ここでしか経験できないこと、いっぱい～

登録児童数　23名
(障がいのある児童1名)
指導員　常勤1名　
　　　　　
最寄小学校　
　　　竹子小学校

〒899-6402　霧島市溝辺町竹子田中866
　　（竹子小学校から歩いて1分　　保育園内）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午前７時～午後７時
・土曜日　　　　　　　午前７時～午後７時
・春・夏・冬休み　　　午前７時～午後７時

社会福祉法人
社会福祉法人 白蓮福祉会

　竹子小学校から歩いて１分。保育園内にある
学童クラブです。
　２ヵ月に一回自炊　園児と一緒に誕生会　
　いつも園児といっしょに過ごすことで、さま
ざまな経験をします。赤ちゃんの世話や小さい
おともだちとブロックをするなど、ここでしか
経験することができないことを中心に活動して
います。
　夏休みはキャンプ・陶芸、春休みはピクニッ
クなどに行っています。

TEL：０９９５－５９－２３６２

月謝（おやつ代含む）　　５０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 無

～和太鼓「びゃっこうだいこ」　グループ活動で元気に育っています～

登録児童数　56名
（障がいのある児童2名）
指導員　常勤1名　
　　　　　非常勤1名
最寄小学校　
　　　溝辺小学校

〒899-6401　霧島市溝辺町有川503
　　（溝辺小学校より徒歩 5分　　営農研修センター内）

TEL：０９９５－５９－２３２１　FAX：０９９５－５９－２９２４

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　下校時～午後７時３０分
・土曜日　　　　　　　 午前７時～午後７時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前７時～午後７時３０分

月謝（おやつ代含む）　　５０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 無

社会福祉法人
社会福祉法人　白蓮福祉会

＊自治的活動を促した“自主活動”を目指すことに努
める。
＊全ての活動を、グループ活動として共助協働に努め
る。
＊特別活動
　ａ．毎週月曜日　硬筆活動
　ｂ．毎週土曜日　和太鼓教室(月・水・金は練習日)
　ｃ．毎月第1土曜日　ものづくりの日
　ｄ．毎月第3土曜日　自炊の日
　ｅ．毎月第4土曜日　いろんな人にきく　…など



～みどり豊かな広い敷地…おいしい果物がいっぱい！～

登録児童数　39名
(障がいのある児童2名)
指導員　常勤2名　
　　　　　非常勤1名
最寄小学校　
　　　牧園小学校

〒899-6507　霧島市牧園町宿窪田1372-2
　　（牧園小学校から50㍍　　プレハブ・木造）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１時３０分～午後６時(延長午後６時３０分迄)
・土曜日　　　　　　　午前７時３０分～午後６時(延長午後６時３０分迄)
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後６時(延長午後６時３０分迄)

霧島市児童福祉課
保護者会

Ｈ21年度活動内容
　懇親会　　梅干し、梅シロップづくり　　遠足
　　ニュースポーツ
　アートの森スケッチコンクール参加　　歩こう
会参加　　グランドゴルフ大会参加
　もちつき　　大そうじ　　初詣　　お別れ遠足

～霧島連山の裾野で‥‥あかるく　たのしく　げんきよく～

登録児童数　26名
（障がいのある児童1名）
指導員　常勤1名　
　　　　　非常勤2名
最寄小学校　
　　　高千穂小学校

〒899-6603　霧島市牧園町高千穂3617-406
　　（高千穂小学校より800㍍　　木造モルタル56㎡）

TEL／ＦＡＸ：０９９５－７８－３０１７

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後１時３０分～午後６時３０分(お迎えまで)
・土曜日　　　　　　　 午前７時３０分～午後６時３０分(お迎えまで)
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後６時３０分(お迎えまで)

月謝（おやつ代含む）　　３５００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　無
　　　延長料金　 無

霧島市児童福祉課
個　人

☆野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

大いに活用した遊びを展開しています。

☆いも植え、いも掘り、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

たくさん体験し、『食べる』ことに関心を持ち

、食べものを大切にする心を育んでいます。

TEL／ＦＡＸ：０９９５－７６－１３６４

月謝（おやつ代含む）　　３０００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　有
　　　延長料金　 有



～小規模学童でも、元気いっぱい！　子どもたち～

登録児童数　17名

指導員　常勤3名
　　　　非常勤1名
最寄小学校　
　　　中津川小学校

〒899-6504　霧島市牧園町上中津川1282
　　　　　　　　　（中津川小学校内　空き教室）

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　授業終了～午後６時３０分
・土曜日　　　　　　　午前７時３０分～午後６時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前７時３０分～午後６時３０分

霧島市児童福祉課
運営委員会

　毎日一時間学習の徹底

～地域とともに、元気に育て！　海あり、山ありすてきな環境のもと～

登録児童数　8名

指導員　非常勤3名

最寄小学校　
　　　福山小学校

〒899-4501　霧島市福山町福山3150-1
　　（福山小学校より徒歩5分　　愛林会館83㎡）

TEL：０９９５－５５－２６５１

開設時間：

負担金：

設置主体：
運営主体：

お問い合わせ

・月曜～金曜日　　　午後２時～午後５時３０分(延長午後７時迄)
・土曜日　　　　　　　 午前８時～午後５時３０分
・春・夏・冬休み　　　午前８時～午後５時３０分(延長午後７時迄)

月謝（おやつ代含む）　　3000～4000円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　無
　　　延長料金　 有（延長料金1000円）

霧島市児童福祉課
運営委員会

　地域のみなさまの協力で広々とした愛林会館を
利用させてもらっています。
　やわらかいボールでのキャッチボールやドッジ
ボールような遊びもできます。
　そろばん教師の免許を持った指導員が、ボラン
ティアで週２回程度希望児童に教えています。検
定試験合格を目標にがんばっています。
　台所も広く、手作りのおやつやクリスマスなど
の行事には、親子・指導員みんなでケーキ作りや
食事など作って楽しみます。
　近くには、鉄道公園があり、早めに宿題が済む
と、みんなで出かけていろんな遊びをします。

TEL/FAX：０９９５－７７－２７７９

月謝（おやつ代含む）　　６５００円　　　　
　　　きょうだい・一人親の減額制度　　無
　　　延長料金　 有


