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この冊子は、五島市内の放課後児童クラブについて、概要などの詳しい情報を紹介するものです。 

 

●受付期間  『広報ごとう令和４年１月号』でお知らせいたします。 

       （申込期間は令和４年２月１日～１５日を予定しています。） 

●受付時間  各放課後児童クラブの開設時間内             

●受付場所  各放課後児童クラブ 

●申請書類  クラブごとに様式が異なりますのでご注意下さい。 

          

≪放課後児童クラブとは？≫ 

放課後児童クラブは、保護者が仕事などのために昼間家庭にいないため、小学校の授業終了後

（放課後）および長期休業期間・土曜日等の学校が休みの日に保護者の代わりに「生活」や「遊    

び」の場を提供し、保護者の子育てと仕事の両立を支援するものです。 

 

≪対象児童≫ 

 小学生の児童です。 

 

≪入所要件≫ 

 放課後児童クラブに入所できるのは、保護者が次のいずれかの要件に該当する児童です。 

① 昼間就労している（就労予定可） 

② 病気等による療養中又は出産の産前産後期間である 

③ 就労の準備のため学校に通っている 

④ 介護を要する家族がいる 

⑤ その他保護者にかかる事情により、児童の保育ができない 

 

≪入所申込手続≫ 

① 申込書…児童１名につき１部を提出してください。 

② 添付書類 

・保護者が昼間仕事をしており保育ができない。…就労証明書 

・保護者が病気、もしくは親族の介護をしている。…診断書等 

・産前産後で保育が困難な場合。…母子健康手帳 

・保護者が求職中で保育が困難な場合。…求職受付票（ハローワークで交付を受ける） 

・障害児等の場合…療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書を所持している児童

のほか、発達障害児など、配慮を必要とする児童については事前に各クラブへご相談くだ

さい。 
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≪退所の手続き≫ 

 退所したい場合は、各放課後児童クラブに退所届を提出してください。 

 

≪保育料の減免≫ 

 減免の制度があります。詳しくは各放課後児童クラブへお尋ねください。 

 （ひとり親家庭、特別児童扶養手当受給者、生活保護受給者、年金受給者等） 

  

五島市内放課後児童クラブ一覧 

 
放課後児童クラブ名 電話番号 所在地 

入所 

児童数 
保育料 

１ 双葉児童育成クラブ 72-3415 末広町 2 番地 6 73 
5,800 円 

（８月分のみ 7,000 円） 

２ 双葉サンライズクラブ 72-2954 木場町 500 番地２ 63 
5,800 円 

（８月分のみ 7,000 円） 

３ こもれびの舎児童クラブ 72-5760 下大津町 550番地 3 42 
6,000 円 

(8 月分のみ 8,000 円) 

４ フレンズ児童クラブ 72-7739 木場町 652 番地 4 30 
６,000 円 

（８月分のみ 8,000 円） 

５ 聖マリア児童クラブ 74-5015 栄町９番地１０ 60 ６,000 円 

６ 崎山児童クラブ 73-6057 向町 10 番地 26 6,000 円 

７ 聖母愛児園児童クラブ 84-2163 三井楽町濱ノ畔 1157 番地 27 

1～3 年生 6,000 円 

4～6 年生 4,000 円 

日割  平日 300 円 

 土・休校日 500 円 

（８月分一律 12,000 円） 

８ 
とみえ認定こども園 

児童クラブ 
86-0464 富江町狩立 363 番地 1 33 

５,000 円 
おやつ代 1,500 円 
（８月のみおやつ代 2,000 円） 

９ 
放課後児童クラブ 

おうとうのいえ 
88-9666 堤町２０１７番地２ 25 

5,000 円 
（8 月分のみ 7,000 円） 

※①本パンフレットには、補助金を受けて運営している放課後児童クラブのみを掲載しております。 

※②それぞれの内容は令和３年９月１日現在のものとなっていますので、令和４年４月からの内容と

異なる場合があります。 

※③五島市公式ホームページ「まるごとう」でも各放課後児童クラブの紹介ページをみることができま

す。五島市 放課後児童クラブ  

   

   

 

 

 

検索 
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通学する学校によって、どのクラブに入所が可能かは、下記の表をご覧下さい 

福江小学校 
双葉児童育成クラブ・双葉サンライズクラブ・こもれびの舎児童クラブ 

フレンズ児童クラブ・聖マリア児童クラブ 

緑丘小学校 
双葉児童育成クラブ・双葉サンライズクラブ・こもれびの舎児童クラブ 

フレンズ児童クラブ・聖マリア児童クラブ 

崎山小学校 崎山児童クラブ 

本山小学校 
双葉児童育成クラブ・双葉サンライズクラブ 

放課後児童クラブおうとうのいえ 

大浜小学校 放課後児童クラブおうとうのいえ 

三井楽小学校 聖母愛児園児童クラブ 

富江小学校 とみえ認定こども園児童クラブ 

盈進小学校 とみえ認定こども園児童クラブ 

 

 

小学校低学年受け入れ事業を行っている保育所があります 

下記の保育所で放課後の児童をお預かりする小学校低学年受け入れ事業を行っております。 

学校やお住まいの近くに放課後児童クラブがない地域の方は下記の各保育所へご相談下さい。 

 

 保育所名 電話番号 所在地 保育料 

1 平和のばら保育園 73-0039 平蔵町 2455 番地 

半日：300 円 

一日：500 円 

2 白百合愛児園 82-0034 岐宿町楠原 735 番 2 

3 たまんなゆうゆう 75-6023 玉之浦町玉之浦 1371 番地１ 

４ 奈留さくら保育所 64-2049 奈留町浦４６８番地１１２ 

   ※上記は令和４年度実施予定の保育所を掲載しています。 



（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 双葉児童育成クラブ

　２　所在地 五島市 末広町2番地6

電話 FAX E－mail first@futaba-kindergarten.net

　３　設置主体 学校法人　双葉学園

　　　運営主体 学校法人　双葉学園

　４　職員の状況 支援員 6 人 平均経験年数　 3 年 各種講習受講者　　 6 人

（放課後児童支援の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 3 人

②小・中・
高校教諭 1 人

③養護
　教諭

0 人 ④その他 3 人

　５　入所状況 受入可能児童数 70 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 73 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 26人 ２年生 20人 ３年生 11人 ４年生 5人 ５年生 6人 ６年生 5人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　1 　人

月～金曜日の開設時間 12時 45分 19時 00分

７時 00分 19時 00分

日曜日の開設時間   

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 　 　7時 00分 19時 00分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 福江小学校・緑丘小学校・本山小学校

   ７　送迎 送迎バスの有無 有 送迎対象小学校

　8　料金に 保育料

　　  関する事項

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 無

（地域との関わりなど）

１０　タイム 平日 学校が休みの日

　　　スケジュール 登園

　（ある１日の例） 勉強

昼食

宿題をすませた後 リフレッシュタイム

掃除

閉園

１１　その他 長期休暇中、遠足・レクレーション等実施

　小学1～３年生　5,800円（8月のみ7,000円）

72-3415 74-0718

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

平成3年　　4月　　1日事業開始年月日

～

～

自由遊び☆宿題終了後自由遊び 10：30～

学校終了後～ 各学年に応じて徐々に帰所 7：00～

手洗い、うがい後宿題 9：00～

15：30～

16：00～19：00

16:30～ 12：30～

お掃除（当番制） 15：00～

自由遊び（末広公園等） 13：30～

3

休み

休み

お迎えまで自由遊び

お迎えまで自由遊び（室内）17:00～

～19:00

自由遊び

おやつタイム

16:00～ おやつタイム 11：30～

～

無

緑丘小学校・本山小学校

　　　　　※予定



『知・徳・体』の調和を目指した児童育成

1．朗らかで健康な子ども

2．何事も最後までやり遂げる子ども

3．力を合わせて、進んで働く子ども

年間行事予定

４月 歓迎会

７月 スポーツレクレーション

８月 クッキング・製作等

12月 クリスマス会

３月 お別れ会 他

染物体験

シャーベット作り

お問い合わせ先

学校法人双葉学園 双葉児童育成クラブ

TEL 0959-72-3415

スポーツレクレーション



（令和4年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 双葉サンライズクラブ

　２　所在地 五島市 木場町500番地2

電話 FAX E－mail

　３　設置主体 学校法人　双葉学園

　　　運営主体 学校法人　双葉学園

　４　職員の状況 支援員 4 人 平均経験年数　 4 年 各種講習受講者　　 2 人

（放課後児童支援の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 1 人

②小・中・
高校教諭 0 人

③養護
　教諭

0 人 ④その他 3 人

　５　入所状況 受入可能児童数 70 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 63 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 17人 ２年生 15人 ３年生 16人 ４年生 10人 ５年生 3人 ６年生 2人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　0 　人

月～金曜日の開設時間 12時 45分 19時 00分

7時 00分 19時 00分

日曜日の開設時間   

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 　　7時 00分 19時 00分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 福江小学校・緑丘小学校・本山小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有 送迎対象小学校 緑丘小学校・本山小学校

　８　料金に 保育料

　　　関する事項

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 無

（地域との関わりなど）

１０　タイム 【平日】 【学校が休みの日】

　　　スケジュール 登園

（ある１日の例） 勉強

昼食

リフレッシュタイム

１１　その他 長期休暇中、遠足・レクリエーション等実施

5

お迎えまで自由遊び

～19:00 降園 15：00～ おやつ

15：30～ お掃除（当番制）

～19：00

自由遊び

16:30～ 13：00～

13：30～ 自由遊び

16:00～ おやつ 12：00～

お掃除（当番制）

宿題を済ませた後自由遊び

72-2954 76-3035

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

学校終了後～ 各学年に応じて徐々に登園

無

　小学1～３年生　5,800円（8月のみ7,000円）
　　　　　※予定

fukue-k@iaa.itkeeper.ne.jp

～

～

～

休み

休み

手洗い、うがい後宿題 9：00～

☆宿題終了後自由遊び 10：00～

7：00～



 



（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 こもれびの舎児童クラブ

　２　所在地 五島市

電話 FAX komorebi@dune.ocn.ne.jp

　３　設置主体 社会福祉法人さゆり会 事業開始年月日

　　　運営主体

　４　職員の状況 支援員 2 人 平均経験年数　 7 年 各種講習受講者　　 2 人

（放課後児童支援員の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 人

②小・中・
高校教諭 1 人

③養護
　教諭

人
④その
他 1 人

　５　入所状況 受入可能児童数 40 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 42 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 12人 ２年生 9人 ３年生 11人 ４年生 7人 ５年生 2人 ６年生 1人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　0 　人

月～金曜日の開設時間 13時 0０分 １８時 ００分

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間 ８時 ００分 １８時 ００分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 ８時 ００分 ～ １８時 ００分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 福江小学校・緑丘小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有 送迎対象小学校 福江小学校・緑丘小学校

　８　料金に 保育料

　　　関する事項 月額 6,000 　　無     １食 350円

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 無

（地域との関わりなど）

１０　タイム 平日 学校が休みの日

　　スケジュール ～ おやつ ～

（ある１日の例） 当番活動 ～

宿題 ～ 昼食

～

～ おやつ

当番活動

～

１１　その他

円(８月分のみ8,000円）

7

下大津町５５０番地３

72-5760 72-5761

平成２２年　４月　１日

(15:00)

E－mail

    昼食代（主食別、希望者のみ）送迎バス利用料

自由遊び又は集団活動

社会福祉法人さゆり会

休み

休み

～

～

無

小学校の終業時間によって、平日の開設時間を変更することができる。

17:00 順次帰宅 自由遊び

18:00 閉所 順次帰宅

学校終了後 8:00

自由遊び又は集団活動

学習・読書・掃除

18:00 閉所

15:00

自由遊び

10:00

11:30

13:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

こ も れ び の 舎
いえ

児 童 ク ラ ブ 

社会福祉法人 さゆり会 

 子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に考慮しながら、 

一人ひとりの子どもの年齢、発達に応じた主体的な遊びや生活ができるように努めています。 

また、子どもの最善の利益を考慮して、学校や地域、様々な社会資源との連携を図りながら、 

子どもの状況についてご家庭と情報を共有して、保護者の方々の子育てを応援します。 

年間を通して様々な活動を行っています。その中からほんの少しだけ、ご紹介いたします。 

併設する「こもれびの舎保育園」のちあふるフェスタ（祭り）に

参加、また、児童クラブ主催のミニミニスポレクや夏祭りに園児を

招待し、交流を行っています。この交流を通して、言葉のかけ方や

関わり方の学びの場にもなっています。 

園児とのふれあい 

夏 休 み 

 今年の夏は、五島の自然に触れ、海水浴場や川に出掛け、涼を感じ、生き物 

捜しや潮だまりで遊んだり、スイカ割りを楽しみ、夏を満喫しました。 

学校から帰って 

きたら… 

バスに乗って帰って来ます。 

しっかりと手洗いをした後に

おやつを食べます。 

 

 当番活動をした後、宿題をしま

す。（当番活動とは、簡単な室内掃

除を行います） 

宿題が終わって、お迎えを 

待つ間は、自由時間です。 



（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 フレンズ児童クラブ

　２　所在地 五島市 木場町６５２－４

電話 72-7739 FAX 72-7739

　３　設置主体 社会福祉法人皓統会 事業開始年月日 平成　　２３年　　４月　　１日

　　運営主体 社会福祉法人皓統会

　４　職員の状況 支援員 2 人 平均経験年数　 7 年 各種講習受講者　　 1 人

（放課後児童支援員の資格）
①保育士又
は幼稚園教
諭

1 人
②小・中・
高校教諭 1 人

③養護
   教諭

人 ④その他 1 人

　５　入所状況 受入可能児童数 29 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 30 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 １３人 ２年生 ７人 ３年生 ７人 ４年生 　１人 ５年生 　２人 ６年生 　０人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　　人

月～金曜日の開設時間 1２時 ３0分 ～ 18時 ４５分

8時 30分 ～ 18時 ４５分

日曜日の開設時間 休み

祝日の開設時間 休み

長期休暇中の開設時間 　8時 30分 ～ 18時 ４５分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 緑丘小学校　・　福江小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 福江小学校のみ有

　８　料金に 保育料 6,000円 ８月のみ8,000円

　　　関する事項

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 無

（地域との関わりなど）

１０　タイム 平日 長期休暇(春休み・夏休み・冬休み）・土曜日

　　スケジュール

（ある１日の例） 午後 3:00 ～ 帰所 午前 8:30 ～ 自由遊び

おやつ 学習タイム

宿題 午後 12:00 ～ 昼食

自由遊び 3:00 ～ おやつ

自由遊び

6:45 閉所 6:45 閉所

konomikai@silk.ocn.ne.jpE－mail

9

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

子どもは遊びを通して、生きていくために必要なさまざまな力を身につけていきます。
フレンズ児童クラブは生活と遊びの場を提供する中で子どもたちにとって居心地の良い場所になるよう
努めます。

無



　　福江小学校は下校時刻に合わせ送迎を実施。

　社会福祉法人皓統会
　　フレンズ児童クラブ・・・７２－７７３９

　遊びを通して、泣いたり、笑ったり・・・毎日の生活の中で、 　　恵プラザこども園・・・７２－３８０８
育まれていく、生きる力を大切にします。

　社会福祉法人皓統会

お問い合わせ先

令和４年度も新しいお友達との出会いを心から楽しみにしています。　　　　　　　スタッフ一同

家庭的な雰囲気の中で、放課後の児童の情緒の安定を図り、遊びの場を提供します。

　　　　主な行事

野外活動

プール遊び

夏祭り

クッキング

　　緑丘小学校から徒歩5分の好立地にあるフレンズ児童クラブ。

　　子どもたちには、ホッとできる空間を、保護者の方には安心を。
　　充分な安全管理と、子どもたちの情緒の安定を図ることに努めます。

お楽しみ会

お別れ遠足

フレンズ児童クラブ

学習タイム

好きな場所で

やりたいことを

昼食・おやつは黙食

遊びもマスク着用

新型コロナ対策にも細心

の注意をはらっています。



（令和4年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 聖マリア児童クラブ

　２　所在地 五島市 栄町9番地10

電話 74-5015 FAX 74-5015 E－mail

　３　設置主体 社会福祉法人　聖マリア会

　　　運営主体 社会福祉法人　聖マリア会

　４　職員の状況 支援員 4 人 平均経験年数　 13 年 各種講習受講者　　 4 人

（放課後児童支援の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 3 人

②小・中・
高校教諭 2 人

③養護
　教諭

人 ④その他 人

　５　入所状況 受入可能児童数 60 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 60 人

１年生 ２１人 ２年生 1０人 ３年生 14人 ４年生 １０人 ５年生 ５人 ６年生 ０人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　0 　人

月～金曜日の開設時間 12時 00分 18時 30分

8時 00分 18時 30分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 8時 00分 18時 30分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 福江小学校・緑丘小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有 緑丘小学校

　８　料金に 保育料 6,000 円

　　　関する事項 （送迎料金無料）

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 有

（地域との関わりなど）

１０　タイム 【平日（月曜日～金曜日）】 【学校が休みの日】

　　　スケジュール 学校終了後～ ・順次帰宅 　　８：００～　・順次登園

（ある１日の例） ・おやつ 　　　　　　　　・自由遊び

・学習時間 　１０：００～　・学習時間または集団活動

・自由遊び 　１１：４５～　・昼食

・公園で遊ぶ 　１２：３０～　・読書タイム

・終了 　１３：００～　・自由遊びまたは集団活動

　１５：００～　・おやつ

   １５：００～　・自由遊び・順次帰宅

　１８：３０～　・終了

１１　その他
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 seimaria-jidou@iaa.itkeeper.ne.jp

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

１８：３０

入会条件は「途中で退会せず1年間利用する方」です。

（令和３年９月１日現在）

平成２４年　４月　１日事業開始年月日

～

～

休み

休み

～

無

送迎対象小学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 聖マリア会 

聖マリア児童クラブ 

跳び箱などの運動遊びも楽しいよ！ 

色々な遊具で遊んだり、みんなで協力して活動したりすることで 

協調性・社会性・集中力を身につけています。 

クッキングでパフェ作り♪ 油性ペン染め☆きれいに染まったよ！ 

中央公園へお散歩♪ みんなで雪だるまを作ったよ！ 

屋外へも出かけて思いっきり体を動かし、元気で丈夫な体を育てます。 

魚釣り☆１匹 GETしたよ～！ 

土曜日・長期休暇期間中の活動 クッキングや工作、普段家庭ではなかなかする事がない経験をし、

子どもの心に残る思い出作りをしていきます。 

科学実験教室☆ カプラで船を作ったよ！ 夏はやっぱりスイカ割り♪ 夏祭りでスーパーボール 

すくいをしたよ！ 

プールで大はしゃぎ！ ゴミ拾いで街をきれいに☆ 

子ども達の可能性は無限大‼ 

その可能性をひきだして、生きる力を 

育めるよう様々な活動を用意して、 

支援員一同お待ちしております。 

 



（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名

　２　所在地 五島市 向町１０番地

電話 FAX 73-6488 skymh19@fctv-net.jp

　３　設置主体 社会福祉法人　さゆり会

　　　運営主体 社会福祉法人　さゆり会

　４　職員の状況 支援員 平均経験年数　 2 年 各種講習受講者　　 1 人

（放課後児童支援員の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 人

②小・中・
高校教諭 1 人

③養護
　教諭

人 ④その他 1 人

　５　入所状況 受入可能児童数 30 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 26 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 　5人 ２年生 ５人 ３年生 　７人 ４年生 　３人 ５年生 　４人 ６年生 　２人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　0 　人

月～金曜日の開設時間 12時 50分 １8時 00分

8時 ００分 １8時 00分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 8時 ００分 １8時 00分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 崎山小学校

　７　送迎

　８　料金に

　　　関する事項

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 有

（地域との関わりなど）

１０　タイム

　　スケジュール

（ある１日の例）

・　順次帰宅 ・　自由遊び及び集団活動
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 １８：００ １５：４５～ ・　おやつ タイム ・　自由遊び

・　順次帰宅

  １８：００ ・　閉　所

・　閉　所

１５：４５～ ・　おやつ １２：００～ ・　ランチタイム

・　自由遊び １３：００～ ・　片付け掃除

・　学習時間（宿題） 　９：００～ ・　学習時間（宿題）

・　自由遊び １０：００～ ・　自由遊び及び集団活動

学校終了後～ ・　本山、大浜小学校お迎え 　８：００～ ・　自由遊び

平日（月曜日～金曜日） 土曜日及び長期休暇

崎山児童クラブ

73-6057

　　２　人

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

保育料６,000円　　　　　　

平成 8年　4月　1日事業開始年月日

～

～

休み

休み

～

無

　E－mail

送迎バスの有無／無



 

 

 

 

 

 

 

児童クラブ年間目標 
・みんなで仲良く、明るく楽しい生活ができるようにします。 

・保育園児との交流や地域との交流を通して自主性、社会性を培います。 

・基本的な習慣を身に付け、健康や安全に気を付けて生活できるようにします。 

 

 

 

 

 歓迎遠足や散策など、自然豊かな崎山を楽しみます。 

     箕岳に登って桜の下で思いっきり体を動かして遊ぶの 

     は最高です。 

 

 

 

 

 

 児童クラブ間での交流会をはじめ、そうめん流し、 

     七夕会、プール遊びに海水浴！夏ならではのイベントが盛り 

     沢山！特に保育園の夕涼み会、は大いに盛り上がります。 

 

 

 

 

 

 秋の紅葉を満喫しながらの散策や、焚き火をしながら 

     の焼き芋作り、虫取りや木の実取りで崎山の秋を楽しみ 

     ます。 

 

 

 

 

 マラソン大会、クリスマス会、作品展など、保育園 

     の行事、児童クラブでのイベントを楽しみます。年明 

     けにはみんなで初詣に行きます。 

https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_582.html
https://www.irasutoya.com/2017/08/blog-post_14.html
https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_7739.html
https://www.irasutoya.com/2012/04/blog-post_14.html


（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 聖母愛児園児童クラブ

　２　所在地 五島市 三井楽町濱ノ畔１１５７番地

電話 FAX 84-2193 E－mail　　seibo@ia1.itkeeper.ne.jp

　３　設置主体 社会福祉法人小さき花の会  

　　　運営主体 社会福祉法人小さき花の会  認定こども園聖母保育園 （第二種社会福祉事業）

　４　職員の状況 支援員 4 人 平均経験年数　 16 年 各種講習受講者　　 3 人

（放課後児童支援員の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 2 人

②小・中・
高校教諭 0 人

③養護
　教諭

0 人 ④その他 2 人

　５　入所状況 45 人 （令和４年４月１日予定）

27 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 6人 ２年生 6人 ３年生 4人 ４年生 　5人 ５年生 　1人 ６年生 　5人

0 人

月～金曜日の開設時間 14時 00分 18時 00分

土曜日の開設時間 8時 30分 17時 00分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

8時 30分 18時 00分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 三井楽小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有（行事等がある時のみ）

　８　料金に 保育料

　　　関する事項

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無

（地域との関わりなど） 有 放課後子ども教室 ， 園行事参加

１０　タイム 平日 学校が休みの日

　　スケジュール 学校終了後　　　　順次登園 ８時30分    登園 15時　  おやつ おやつ

（ある１日の例） 　　　　　　　　 学習時間 9時30分　学習・活動  自由遊び

15時30分～　　 おやつ    　　      自由遊び 16時

　　　　　　　　 自由遊び 11時30分 給食準備 17時～順次降園

    片付け・清掃活動 　　　　　 給食 18時　  降園

17時～     随時降園 12時30分 読書 　

18時～     降園 13時　　  自由遊び

84-2163

　  日割    平日300円， 土・休校日500円

                月額   1～3年生：6,000円， 4～6年生：4,000円（10日以上出席）

 片付け・清掃活動

                 8月分保育料のみ一律12,000円（10日以上出席）

受入可能児童数

入所児童数

特別な支援が必要な児童

長期休暇中・学校休校日の開設時間

平成18年　4月　1日事業開始年月日

～

～

休み

休み

～

無
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社 会 福 祉 法 人 小 さ き 花 の 会 

聖母愛児園児童クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

        沿 革 

平成 18 年 4 月 1 日 嶽愛園放課後児童クラブより第 2 種社会福祉

事業として引き継ぐ 

平成 23 年 4 月 1 日 移転改築事業により移転・住所・名称変更 

心と体をのびのびと生かせる、心豊かな 

たくましい子に育てる。 

・元気に仲良く遊ぶ 

・笑顔であいさつする 

・素直で明るい子ども 

 

お告げのマリア修道会を母体とする、社会福祉法人小さき花

の会聖母愛児園児童クラブは、「互いに愛し合いなさい」との

カトリックの愛のこころで、児童福祉法に基づき、 

児童健全育成活動を行う事を方針とする。 

育成にあたっては子どもの人権や主体性を尊重し、児童の

最善の幸福のために、保護者や地域社会と力を合わせ、 

児童の福祉を積極的に推進し、地域における家族援助を行う。 

４月 歓迎遠足 自然体験 

５月 母の日プレゼント作り 聖母保育園聖母祭参加 

６月 父の日プレゼント作り  

７月 老人ホーム慰問（七夕会） 聖母保育園夏祭り参加 

   お誕生会（４月～７月生まれ）  

８月 野外活動 

９月 聖母保育園運動会参加 

１０月 秋の親子遠足参加（保育園） 

１１月 秋の地域散策 

１２月 聖母保育園クリスマス発表会参加 

    クリスマス誕生会（８月～１２月生まれ） 大掃除 

 １月 凧上げ、正月遊び  

 ２月 節分 豆まき 

 ３月 ひな祭り お誕生会（１月～３月） 

    お別れ会 お別れ遠足  学童１日体験（年長児） 

※ 夏休み・冬休み…クッキング 

※ 年２回…避難訓練 

※ 放課後子ども教室(三井楽キッズクラブ)参加 

社会福祉法人小さき花の会 聖母愛児園児童クラブ 

〒853-0601 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔 1157 番地 

℡ (0959)84-2163  Fax (0959)84-2193 

TK
長方形



（令和４年４月１日予定）

　1 　児童クラブ名 とみえ認定こども園児童クラブ

　２　所在地 五島市富江町狩立363番地1

電話 FAX 86-0833 E－mail kodomoen@goto-shakyo.or.jp

　３　設置主体 社会福祉法人五島市社会福祉協議会

　　   運営主体 社会福祉法人五島市社会福祉協議会

　４　職員の状況 支援員 2 人 平均経験年数　 3 年 2 人

（放課後児童指導員の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 2 人

②小・中・
高校教諭 人

③養護
　教諭

人 ④その他 人

　５　入所状況 40 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 33 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 15人 ２年生 ８人 ３年生 5人 ４年生 ４人 ５年生 １人 ６年生 ０人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　4 　人

月～金曜日の開設時間 13時 00分 18時 00分

8時 30分 18時 00分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 8時 30分 ～ 18時 00分

※延長保育について

　６　受入可能小学校 富江小学校・盈進小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有

　８　料金に 保育料 5,000 円

　　　関する事項 おやつ 1,500 円 8月のみおやつ代 2,000円

　９　その他の取組 放課後こども教室との連携の有無 無

（地域との関わりなど）

１０　タイム 平日 学校が休みの日

　　スケジュール 自由遊び

（ある１日の例）） 順次登園 集団活動

おやつ 昼食

学習・読書 リフレッシュタイム

おやつ

閉所 学習

自由遊び

閉所

15:30～

自由遊び又は集団活動

17

18:00

18:00

16:00～

10:00～

12:00

自由遊び 15:00～

　　　　　　

15:00

掃除（当番制）

15:30～ 13:00～

13:30～

86-0464

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

学校終了後～ 8:30～

平成２８年　４月　１日事業開始年月日

～

休み

～

休み

無

盈進小学校

各種講習受講者
(予定者）

受入可能児童数

送迎対象小学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学習時間●        ●掃除● 

おやつ後に各自宿題をします。   みんなで協力してきれいにしています。 

 

  

                        

 

  ●室内の活動●  色々な玩具で遊んだり運動遊びを楽しみます。 

 

 

 

 

 

大好きなドッジボール！    サーキット遊びで体を動かします！  ピタゴラスイッチに集中・・・  

  ●外での活動●  天気が良い日は戸外で園の遊具を使って思いっきり遊びます。 

 

 

 

ブランコ気持ちいいな～♫       砂遊びも楽しいよ！       近くの只狩山へお散歩！ 

 
 

児童クラブの活動の様子を 

紹介します♪♪ 

家庭的な雰囲気を大切にし、専任の職員がお子さんと触れ合いながら楽しく遊び学習に取り組みます！ 

社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 

とみえ認定こども園児童クラブ 

ＴＥＬ：０９５９－８６－０４６４ 

ＦＡＸ：０９５９－８６－０８３３ 

 

 例年、お化け屋敷や流しソーメン、たっしゃか

ランドでのプール、クリスマス会やハロウィン等

の行事を計画・実施していましたが、現在はコロ

ナ感染予防対策の為自粛している状況です。早く

コロナ感染症が落ち着き、みんなで楽しめるよう

になるといいですね！ 

(*^-^*) 



（令和４年４月１日予定）

　1    児童クラブ名 放課後児童クラブおうとうのいえ

　２　所在地

電話 FAX E－mail

　３　設置主体

　　   運営主体 .

　４　職員の状況 支援員 5 人 平均経験年数　 10 年 2 人

（放課後児童指導員の資格）
①保育士又は
幼稚園教諭 2 人

②小・中・
高校教諭 0 人

③養護
　教諭

0 人 ④その他 人

　５　入所状況 30 人 （令和４年４月１日予定）

入所児童数 25 人 （令和３年９月１日現在）

１年生 6人 ２年生 7人 ３年生 5人 ４年生 1人 ５年生 5人 ６年生 1人

特別な支援が必要な児童　　　　　　　　3 　人

月～金曜日の開設時間 １９時 ００分

８時 ００分 １９時 ００分

日曜日の開設時間

祝日の開設時間

長期休暇中の開設時間 ８時 ００分 ～ １９時 ００分

※延長保育について

　６　受入可能小学校

　７　送迎 送迎バスの有無 有

　８　料金に 保育料 円

　　　関する事項

　９　その他の取組 有

（地域との関わりなど）

１０　タイム 平日 学校が休みの日

　　　スケジュール 学習・読書 自由遊び

　（ある１日の例）） おやつ 製作

学習・読書 弁当

自由遊び

おやつ

学習

各種講習受講者
(予定者）

86-9666 outounoie@gmail.com

特定非営利活動法人おうとうのいえ

5000 （８月のみ７０００円）

本山小学校、大浜小学校

本山小学校、大浜小学校

～

休み

無

放課後こども教室との連携の有無

19

16：00～18：00

15：30～

８:00～

10：00～

17:00～ 片づけ・掃除 13：30～

学校終了後～

15:00～

自由遊び16:30～

15:30～ 12：00～

13：00～

五島市堤町２０１７ー２

へやの片づけ、読みきかせ

受入可能児童数

送迎対象小学校

自由遊び、そうじ手伝い

15：00～

86-9666

土曜日、長期休暇、学校休校日の開設時間

令和2年4月1日事業開始年月日

～

休み

本山公民館、生涯学習ごとう、本山地区こども教室

特定非営利活動法人おうとうのいえ

学校終了後



地元を愛し、優しく、 
チャレンジできる子どもを育てる 

地域と共に生きる力を育むインクルーシブな学童 

ーおうとうっ子のルールー 

　お　翁頭人は誠の人、誠実な人間になろう 
　う　嘘はつかない、悪口は言わない 
　と　友達の意見を尊重しよう 
　う　上を向いて笑顔でスマイル 

放課後児童クラブおうとうのいえ 
五島市堤町2017-2  （コミュティカフェ ソトノマそば） 
TEL/FAX：0959-88-9666　MAIL： outounoie@gmail.com 
受入可能小学校：本山小学校・大浜小学校 （大浜小学校お迎え可）   
利用料：月額5000円（８月のみ7000円）   

📷  instagram / FB : @outounoie

mailto:outounoie@gmail.com

