
所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-53-6371 利用対象 １年生～６年生

利用定員 70名

指導員数 ５名

おやつ

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-52-7860 利用対象 １年生～６年生

利用定員 70名

指導員数 4名

おやつ

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-66-9888 利用対象 １年生～６年生

利用定員 45名

指導員数 ４名

おやつ
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学校の給食がない日や土曜日、長期休みにはお弁当を持参して
いただきます。

久慈学童保育所第二みつばちの家

（久慈小学校区）
久慈市栄町３１－１０９－２

１年生：8,000円　　　２年生：8,000円
３年生：8,000円　　　４年生：6,000円
５年生：6,000円　　　６年生：3,300円
他におやつ代として1,500円いただきます。
ひとり親家庭は2,000円減額。２人以上同時入所
は２人目以降2,000円減額。学童誌360円。

利用児童数
（Ｒ３.４.１現在）

54名

開所日等

●月～金曜日　12：00～18：30（19：30）

●土曜日　　　７：00～18：30

●長期休暇　　７：00～18：30

学校の給食がない日や土曜日、長期休みにはお弁当を持参して
いただきます。

※日曜祝日、お盆、年末年始は休みです。

年間の主な
イベント

２ヶ月に１回誕生会を開催。みんなでお祝いしていつもより豪
華なおやつをいただきます。クリスマス会、みずき飾り、節分
等季節の行事。夏休みには水遊びや工作づくりをします。冬休
みには毛糸を使ったものづくりをします。天気の良い日には、
学校の中庭で外遊びをします。
毎日、学童で準備します。

食事

●月～金曜日　12：00～18：30（19：30）

年間の主な
イベント

誕生日会やクリスマス会、みずき飾りなど季節の行事と、長期
休みは水遊び、中庭遊び、工作などを楽しんでいます。天気の
良い日は学校の中庭で外遊びをします。

毎日、学童で準備します。

食事

学校の給食がない日や土曜日、長期休みにはお弁当を持参して
いただきます。

●土曜日　　　７：30～18：30

●長期休暇　　７：30～18：30

※日曜祝日、お盆、年末年始は休みです

１年生：8,000円、２年生：8,000円
３年生：8,000円、４年生：6,000円
５年生：6,000円、６年生：3,300円
他におやつ代1,500円、学童誌代360円を頂きま
す。 ひとり親家庭は2,000円減額、きょうだい
同時入所は２人目以降2,000円減額。

利用児童数
（Ｒ３.４.１現在）

久慈学童保育所第一みつばちの家

（久慈小学校区）
久慈市栄町３１－１０９－２

5１名

開所日等

久慈学童保育所第三みつばちの家

（久慈小学校区）
久慈市寺里３４－４４－４

１年生：8,000円、２年生：8,000円
３年生：8,000円、４年生：6,000円
５年生：6,000円、６年生：3,300円
他におやつ代1,500円、学童誌代３６０円を頂き
ます。ひとり親家庭は2,000円減額、きょうだい
同時入所は２人目以降2,000円減額。

利用児童数
（Ｒ３.４.１現在）

33名

開所日等

●月～金曜日　12：00～18：30（19：30）

●土曜日　　　７：30～18：30

●長期休暇　　７：30～18：30

※日曜祝日、お盆、年末年始は休みです

年間の主な
イベント

誕生日会やクリスマス会、みずき飾りなど季節の行事と、戸外
遊びやスポーツ、室内では、卓球や工作などを楽しんでいま
す。

毎日、学童で準備します。

食事



所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-52-2934 利用対象 １年生～６年生

利用定員 65名

指導員数 ４名

おやつ

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-59ｰ3471 利用対象 １年生～６年生

利用定員 40名

指導員数 5名

おやつ

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-75-4401 利用対象 １年生～６年生

利用定員 おおむね40名

支援員数 ３名

おやつ

夏休みは、自然体験教室を山形町にて開催（ツリーイング・シャワー
クライミング）工作教室。学校のプールも利用。冬休みは、クリスマ
ス会、スケート研修（二戸）・工作教室。春休みは、お別れ会など。

毎日、学童で用意します。

年間の主な
イベント

＜地域のイベント参加＞
・敬老会、みずき団子作り、子ども教室参加
・小久慈地区文化祭参加
＜学童行事＞
・入所式（地域の方もお招きしています。）、夏はプール
・地域生き物探索会、親子遠足

食事 給食のない日はお弁当を持たせて下さい。

利用児童数
（Ｒ3.4.１現在）

45名
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年間の主な
イベント

毎日の生活では、16:00～17:00の戸外遊び（校庭・中庭・地域の公園等）を満
喫します。毎月第４木曜日に、誕生日会（手作り料理教室）第2土曜日は外出保
育（巽山公園・子どもの森等）を行っています。長期休みには、季節の行事を
楽しみます。主に、夏休みは学校のプールを利用したり、市・県内の学童さん
と交流会を行っています。冬休みはクリスマス会や、県北青少年の家でお泊ま
り会を楽しみます。当学童の行事は、子ども達が計画を立て、主体となり行っ
ています。

毎日、学童で用意します。

久慈市長内町２５－４１（長内小の空き教室）

●月～金曜日　11：00～19：00

●土曜日　　　７：30～19：00

●長期休暇　　７：30～19：00

長内学童保育所わんぱくクラブ

（長内小学校区）

開所日等

１年生：8,500円　　　２年生：8,500円
３年生：8,500円　　　４年生：7,500円
５年生：7,500円　　　６年生：6,500円
他におやつ代として2,000円いただきます。
ひとり親家庭は2,000円減額。２人以上同時入所は２
人目以降2,000円減額。学童ほいく誌代400円。

１年生：8,500円　　　２年生：8,500円
３年生：8,500円　　　４年生：7,500円
５年生：7,500円　　　６年生：6,500円
他におやつ代として2,000円。ひとり親家庭は2,000円
減額。２人以上同時入所は２人目以降2,000円減額。

利用児童数
（Ｒ３.４.１現在）

36名

開所日等

小久慈学童たんぽぽクラブ

（小久慈小学校区）

利用児童数
（Ｒ３.４.１現在）

45名

開所日等

久慈市小久慈町２１-４２-７（小久慈保育園裏）

●月～金曜日　12：00～19：30

●土曜日　　　７：30～19：30

●長期休暇　　７：30～19：30

※日曜祝日は休みです。

・１～２年生：9,000円・３年生　　：8,500円
・４年生　　：6,000円・５～６年生：5,000円
※保育料におやつ代の2,000円が含まれていま
す。  ひとり親家庭は2,000円減額があります。
２人以上同時入所は２人目以降2,000円減額。

食事
給食のない日はお弁当を持たせて下さい。

●土曜日　　　７：30～18：45（19：00）

●長期休暇　　７：30～18：45（19：00）

※日曜祝日、お盆、年末年始は休みです。

毎日用意します。

久慈市長内町２５－４１

●月～金曜日　11：00～18：45（19：00）

食事

長期休みの時は、白いごはんを持参し、手作りのランチ作りを子ども達と一緒
に行っています。入所お祝い会やお別れ会等の行事の時は、特別メニューの豪
華な手作りランチを予定しています。

長内学童保育所第２わんぱくクラブ　

（長内小学校区）

※日曜祝日、お盆、年末年始は休みです。

年間の主な
イベント



所在地

電話番号 0194-52-2256 利用対象 １年生～６年生

利用定員 43名

指導員数 ５名

おやつ

所在地

電話番号 0194-58-2340 利用学年 1年生～6年生

利用定員 34名

支援員数 5名

名　　称 平山学童クラブ　 管　理　者 女　沢　貴　公

運営主体

所　在　地

ホームページ

暖房費 備　　考

平　　　日 50円/1日 50円/1日

土曜・祝日・学校休 100円/1日 (12月～３月)
利用料等

基本料金

4,000円/月（長期学校休は、一期間）

※同一世帯２人目(3人目無料)、５・６年生、ひとり親世帯等減算有。利用料（食材、暖房費等）は、精算払いとなります。
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食材費代
その他の経費負担、集金等
は、ありません。

（侍浜小学校区）

久慈市湊町１５－１３－１（久慈湊小の校舎向かい） 利用料金（月額）

●月～金曜日　12：00～19：00

●土曜日　　　７：30～18：00

●長期休暇　  ７：30～19：00

年間の主な
イベント

誕生会やクリスマス会、遠足、映画鑑賞、親子行事、夏
休みは、プールなどの行事があります。普段は校庭や
ホールで元気いっぱい遊んでいます。

食事
給食のない日は、お弁当を持たせてください。

侍浜学童クラブ

久慈市侍浜町保土沢８－２７－１（侍浜小の空き教室） 利用料金（月額）

●月～金曜日　13：00～19：15

※日曜、祝日はお休みになります。

　　　　　　　　　　

　１・２年生    10,000円
　３・４年生　   8,000円
　５・６年生　   6,000円
※ひとり親家庭の児童・２人目以降の児童は2,000円
減額。
※入所時、入所金・保険料として4,000円徴収。

開所日等

特色

　久慈市で最初の余裕教室を活用してできた学童保育施
設です。みどりの木々に囲まれ、海の見える自然いっぱ
いの環境の中で、毎日元気に生活しています。
　月ごとに誕生会、お楽しみ会などのイベントを実施
し、夏休みには親子レクを企画するなど、四季折々楽し
んでいます。

23名
利用児童数

（Ｒ3.4.１現在）

0194-53-1105　（法人代表）

※クラブの番号は、利用児童の保護者以外、非公開です。

NPO法人琥珀の泉（https://npo-kohaku-no-izumi.jimdo.com/）

久慈湊学童ひまわりクラブ

（久慈湊小学校区）

１年生～３年生：6,500円
４年生～６年生：4,500円
他におやつ代として2,000円いただきます。
ひとり親家庭は2,000円減額。２人以上同時入所は２
人目以降2,000円減額。　入所時、入所金3000円、別
途保険料徴収

利用児童数
（Ｒ3.4.１現在）

47名

開所日等

※日曜祝日は休みです。

毎日、学童で用意します。

問い合わせ先

　児童の自立支援を助長する為、日常的な活動や行
事を行うととも、地域イベント等に参加するなど、
地域との交流に努めています。

●土曜日　　　７：00～19：15

●長期休暇　　７：00～19：15

※原則、日曜日を休業日とします。長期学校休業日（前後の日の
利用を含む）のみの利用も可能です。利用形態（送迎含む）や休
日利用等のご要望、ご相談等に応じます。

0
開所日・

開所時間等

●学校日（平日）　　　　　11：00 ～ 19：00（延長有）

●学校休日（土曜日、祝日）７：00 ～ 19：00（延長有）　

●長期学校休業日　　　　　７：00 ～ 19：00（延長有）

特定非営利活動法人　琥珀の泉　

久慈市夏井町早坂地内　（平山小隣接地の建物）

主な活動・行事等

平山学童クラブ

（学区の限定はありません)



所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-75-3347 利用対象 １年生～６年生

利用定員 40名

指導員数 ５名

おやつ

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-62-1023 利用対象 １年生～６年生

利用定員 40名

指導員数 ５名

所在地 利用料金（月額）

電話番号 0194-75-3950 利用対象 １年生～６年生

利用定員 40名

指導員数 ５名

おやつ
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            放課後児童クラブ  

　　（宇部小学校区、久喜小学校区）
久慈市宇部町５－１１０－１

１年生～４年生：6,000円／５年生～６年生：4,000円
他におやつ代とし2,000円いただきます。
☆ひとり親家庭、兄弟姉妹同時入所は２人目以降
2,000円減額。
☆短期利用（日額）：1,000円＋おやつ代100円
☆延長料金：１回の延長につき500円

利用児童数
（Ｒ3.4.１現在）

40名

開所日等

●月～金曜日　９：００～１９：００

●土曜日　　　７：３０～１９：００

●長期休暇　　７：３０～１９：００

年間の主な
イベント

・月に一回お楽しみおやつ
・外出保育（公園、体育館等）
・季節の行事
・外部講師によるレクリエーション

おやつ 毎日COCO.Rで用意します

食事
給食のない日や土曜日、長期休みには昼食を持参していただき
ます。

大川目学童根っこクラブ

（大川目小学校区）
久慈市大川目町１４－４５－１（大川目小学校校地内）

午前授業日や長期休暇中など学童で昼食を用意し、昼食会とし
て皆で食べることがあります。その他はお弁当日となります。

※日曜祝日、お盆期間中(8/13～8/16)、年末年始(12/29～1/3)
は休みです。

久慈市門前３-１５２-１（業務用スーパーマルイチ様向かい）

１・２年生：7,000円
３・４年生：5,000円
５・６年生：4,000円　(全学年おやつ代含む)
ひとり親家庭と２人以上同時入所の２人目以降
は、3,000円の減額。

利用児童数
（Ｒ３.５.１現在）

31名

           放課後児童クラブ

（久慈小、湊小、長内小、小久慈小、大川目小学校区）

開所日等

●月～金曜日　12：00～19：00

●土曜日　　　７：00～19：00

●長期休暇　　７：00～19：00

※日曜祝日、お盆(8/13～8/16)、年末年始(12/29～1/3)は休み

年間の主な
イベント

毎月誕生会があり皆でお祝いしたり、ちょっと豪華なおやつを
食べます。普段は目の前の校庭で思いっきり遊んでいます。長
期休暇中は体育館を借りて遊んだり、夏はプールに行ったりし
ます。
毎日、学童で用意します。

食事

１年生～４年生：6,000円／５年生～６年生：4,000円
他におやつ代とし2,000円いただきます。
☆ひとり親家庭、兄弟姉妹同時入所は２人目以降
2,000円減額。
☆短期利用（日額）：1,000円＋おやつ代100円
☆延長料金：１回の延長につき500円

利用児童数
（Ｒ3.4.１現在）

40名（長期も含む）

開所日等

●月～金曜日　９：００～１９：００

●土曜日　　　７：３０～１９：００

●長期休暇　　７：３０～１９：００

※日曜祝日、お盆、年末年始はお休みです。

年間の主な
イベント

・月に一回お楽しみおやつ
・外出保育（公園、体育館等）
・季節の行事
・外部講師によるレクリエーション

毎日、COCO.Rで用意します。

食事
給食のない日や土曜日、長期休みには昼食を持参していただき
ます。


