
長崎市放課後児童クラブ一覧（R1.5.１）

地区 小学校区 № 放課後児童クラブ名 運営主体名 TEL FAX 郵便番号

1 SAKURA･LA･HOUSE 一般社団法人放課後児童クラブＳＡＫＵＲＡ・ＬＡ・ＨＯＵＳＥ 095-825-3712 同左 下西山町9番1号 上長崎小学校内 850-0004
2 レインボーハウス 特定非営利活動法人　学童クラブ　レインボーハウス 095-829-0779 同左 新大工町4番10号 長崎屋ビル201 850-0017
3 桜町クラブ 一般社団法人桜町クラブ 095-822-2350 同左 桜町1-2 マスヤビル4F 850-0031
4 ドリームキッズ上町 特定非営利活動法人ドリームキッズ 095-895-8428 同左 上町6-1 徳山上町ビル2F 850-0054
5 学童保育西坂クラブ ＮＰＯ法人ひだまり会 095-829-4957 同左 御船蔵町6-53 西坂小学校内 850-0042
6 学童保育西坂フレンズ ＮＰＯ法人ひだまり会 095-807-2347 同左 西坂町5番16号 FSビル 850-0051
7 ゆうかり児童クラブ 特定非営利活動法人　ゆうかり 095-807-6494 同左 伊良林1丁目10番1号 伊良林小学校内 850-0802
8 寺キッズクラブ 寺キッズクラブ運営委員会 095-822-1121 同左 伊良林1丁目4番4号 光源寺門信徒会館 850-0802
9 友愛八幡町センター 社会福祉法人基督教友愛館 095-822-5079 同左 八幡町3番5号 キリスト教友愛社会館敷地内 850-0801

10 星座クラブ 社会福祉法人　星座会 095-829-2133 同左 江戸町2-22 江戸町ビル4F 850-0861
11 ドラゴンキッズすわ 特定非営利活動法人　学童保育ドラゴンキッズすわ 095-826-7997 同左 銀屋町1番11号 エバグリーン篠原201 850-0854
12 あそびの会 一般社団法人桜町クラブ 095-825-9444 同左 愛宕3丁目4番14号 2階 850-0822
13 あそびっこ 一般社団法人桜町クラブ 095-895-5395 095-895-5336 上小島１丁目７番地４ シャトー中野 850-0834

愛　宕 14 元気っ子クラブ 元気っ子クラブ運営委員会 095-821-5380 同左 白木町17番1号 愛宕小学校内 850-0812
15 ゆうゆうクラブ 社会福祉法人　五蘊会 095-827-8050 同左 上田町13番1号 大浦小学校内 850-0923
16 オランダ坂児童クラブ 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 095-823-5366 095-823-5364 東山町5番1号 850-0015

仁田佐古 17 さくらんぼクラブ 特定非営利活動法人つなぐつながるさくらんぼ 050-3444-1556 無し 西小島1丁目7番25号 仁田佐古小学校内 850-0837
18 やがみクラブ 学童保育やがみクラブ 095-838-8155 同左 矢上町12番12号 矢上小学校内 851-0133
19 学童クラブつめくさ 社会福祉法人おおぞら 095-839-5905 095-839-5927 田中町607 851-0134

古　賀 20 古賀キッズクラブ 社会福祉法人　陽向會 095-838-7550 095-838-3215 古賀町948番地1 851-0101
戸　石 21 戸石いちごクラブ 社会福祉法人戸石保育園 095-839-3306 095-839-2088 戸石町1263番地2 戸石保育園内 851-0113

22 たちばなクラブ 社会福祉法人おおぞら 095-839-9881 同左 かき道5丁目2番16号 橘小学校内 851-0115
23 学童結宅（ゆんたく） 社会福祉法人子どもの城結宅 095-839-5727 同左 かき道5丁目1番14号 851-0115
24 学童くらぶ寺子屋 社会福祉法人　正道会 095-865-6003 095-838-5501 かき道3丁目1番5号 地区センター2階 851-0115

日　見 25 とんねるクラブ 特定非営利活動法人　日見学童保育とんねるクラブ 095-870-5493 同左 宿町613番地2 851-0121
26 サンサンクラブ 社会福祉法人おひさま会 095-839-2212 095-837-0014 東町1953番地2 851-0116
27 高城台クラブ 社会福祉法人おおぞら 095-839-1889 同左 高城台1丁目22番1号 高城台小学校内 851-0137

稲　佐 28 学童保育いなさっこクラブ 特定非営利活動法人ゆめみらい稲佐 095-864-1735 同左 稲佐町11番1号 稲佐小学校内 852-8011
29 友愛センター 社会福祉法人　基督教友愛館 095-861-8190 同左 富士見町21番18号 基督教友愛社会館内 852-8022
30 城山学童クラブ 社会福祉法人　一粒子学園 095-862-1266 同左 城山町23番1号　 城山小学校内 852-8021
31 城栄学童クラブ 社会福祉法人　一粒子学園　城山保育園 095-894-4432 同左 城栄町15番14号 森尾ビル101 852-8034

飽　浦 32 なかよしハウス 特定非営利活動法人ゆめみらい稲佐 095-861-2508 同左 飽の浦町17番1号 飽浦小学校内 850-0063
朝　日 33 あさひっこクラブ 学童保育あさひっこクラブ運営委員会 095-861-0120 同左 平戸小屋町10番1号 朝日小学校内 852-8006
小　榊 34 小榊児童クラブ 小榊児童クラブ運営委員会 095-865-3199 同左 みなと坂1丁目35番6号 小榊小学校内 850-0079
福　田 35 海の子クラブ 学童保育所海の子クラブ運営委員会 095-865-0193 同左 福田本町1493番地1 福田小学校内 850-0068
手　熊 36 手熊学童クラブ・てぐまっこ 社会福祉法人青山保育会 095-841-2688 同左 手熊町1291番地1 手熊地区公民館敷地内 851-1135
小江原 37 つくしんぼクラブ 学童保育つくしんぼクラブ運営委員会 095-848-8007 同左 小江原2丁目33番1号 小江原小学校内 851-1132
桜が丘 38 さくらっ子ハウス 社会福祉法人三恵会 095-843-2727 同左 小江原3丁目19番1号 桜が丘小学校内 851-1132
式　見 39 すまいる・きっず 社会福祉法人式見保育園 095-841-0152 095-841-0121 式見町621番地 式見保育園内 851-1137

外海黒崎 40 夕やけキッズクラブ ＮＰＯ法人ひだまり会 0959-25-0141 同左 上黒崎町32番地 851-2324
神　浦 41 にじっこクラブ にじっこクラブ 0959-24-0208 同左 神浦向町103番地1 851-2405
村　松 42 こすもすクラブ 社会福祉法人五蘊会 095-884-2502 同左 琴海村松町701番地8 村松小学校内 851-3102
形　上 43 たんぽぽクラブ 社会福祉法人　琴北保育会 095-885-2720 同左 琴海形上町1836番地1 851-3213
長　浦 44 Chuoキッズクラブ 学校法人渡辺学園 095-884-1427 095-884-0878 琴海戸根町2573番地1 中央こども園内 851-3103
茂　木 45 わかなキッズクラブ NPO法人ひだまり会 095-836-2524 同左 茂木町283番地 茂木小学校内 851-0241

46 たけのこクラブ 戸町学童保育たけのこクラブ運営委員会 095-879-5117 同左 戸町2丁目9番1号 戸町小学校内 850-0952
47 とまちクラブ 社会福祉法人　五蘊会 095-879-2001 同左 戸町2丁目9番1号 戸町小学校内 850-0952
48 学童保育とまちにこにこクラブ 学校法人　岩口学園 095-878-3291 095-895-7474 戸町2丁目2番12号 850-0952
49 戸町学童どんぐり山クラブ 社会福祉法人春風会 095-879-0509 095-879-0609 戸町4丁目7-20 850-0952

小ヶ倉 50 おれんじキッズ 小ヶ倉学童保育おれんじキッズ 095-879-7323 同左 小ヶ倉町2丁目700番地5 850-0961
51 ほしのこらんど ダイヤランド学童保育ほしのこらんど運営委員会 095-879-3836 同左 ダイヤランド4丁目5番1号 南長崎小学校内 850-0963
52 ちびっこルーム「ミッキー」 学校法人柴田学園 095-879-1066 同左 ダイヤランド3丁目8-5 ダイヤランド青い鳥幼稚園内 850-0963

土井首 53 みょうじょう 社会福祉法人　明星会 095-898-4550 095-898-4555 草住町297番地 850-0981
南　陽 54 菜の花学童クラブ 社会福祉法人菜の花会 095-878-8151 095-878-8192 竿浦町913番地 850-0994
深　堀 55 ちびっ子ハウス 深堀学童保育クラブちびっ子ハウス 095-871-0995 同左 深堀町5丁目148番地 深堀小学校内 851-0301
香　焼 56 香焼学童きらりキッズ 香焼学童きらりキッズ運営委員会 095-871-3204 同左 香焼町563-1 香焼保育所内 851-0310
蚊　焼 57 三和学童クラブ ガリバー 社会福祉法人三和福祉会 095-892-1338 同左 蚊焼町１７７８番地 蚊焼小学校内 851-0401
為　石 58 為石児童クラブ 為石児童クラブ運営委員会 095-892-7009 同左 為石町2119番地 為石小学校内 851-0405
晴海台 59 三和学童クラブ晴海台 社会福祉法人三和福祉会 080-1759-6780 無し 晴海台町１番地７ 晴海台小学校内 851-0402
野母崎 60 野母崎児童クラブ 野母崎児童クラブ運営委員会 080-2706-9770 無し 野母町１番地 青潮学園野母崎小学校内 851-0505

61 学童保育ひばり 一般社団法人学童保育ひばり 095-846-1234 同左 大手1丁目14番3号 西浦上小学校内 852-8127
62 ひばりプラス 一般社団法人学童保育ひばり 095-847-5304 同左 住吉町16番7号　 住吉会館 852-8154
63 みのりが丘児童クラブ 学校法人みのりが丘学園 095-841-7171 同左 大手3丁目11番1号 みのりが丘幼稚園内 852-8127
64 ドリームキッズ住吉 特定非営利活動法人ドリームキッズ 080-8569-6937 無し 花丘町７番22号 荒木ビル２Ｆ 852-8153

女の都 65 ピノキオクラブ 学童保育ピノキオクラブ運営委員会 095-848-9835 同左 女の都4丁目7番1号 女の都小学校内 852-8144
三　原 66 みはらクラブ ＮＰＯ法人ひだまり会 095-807-7242 同左 三原2丁目16-45 三原小学校内 852-8123
西山台 67 たんぽぽクラブ 社会福祉法人香月福祉会 095-847-1920 同左 西山台1丁目4番1号 西山台小学校内 852-8122

68 たかおクラブ 学童保育たかおクラブ運営委員会 095-845-7951 同左 高尾町7番49号 高尾小学校内 852-8111
69 ひだまりクラブ ＮＰＯ法人ひだまり会 095-849-2147 同左 本原町12-16 852-8133
70 ひだまりっこ ＮＰＯ法人ひだまり会 050-1304-3425 同左 小峰町7-12 852-8125
71 よつばクラブ 学童保育よつばクラブ運営委員会 095-849-6741 同左 高尾町6-55 リバーサイドFUJI302 852-8111
72 やまざとクラブ 学童保育やまざとクラブ運営委員会 095-849-1733 同左
73 やまざとキッズハウス やまざとキッズハウス運営委員会 095-849-5178 同左
74 ひだまりフレンズハウス ＮＰＯ法人ひだまり会 050-1100-3460 同左 橋口町15-13 １Ｆ 852-8114
75 きんだー　くらぶ 特定非営利活動法人悠遊会 095-843-6118 095-843-6183 坂本１丁目８番３０号 852-8102

坂　本 76 おおくす児童クラブ 特定非営利活動法人おおくす児童クラブ 095-849-2663 同左 坂本3丁目3-1 坂本小学校内 852-8102
銭　座 77 風の子クラブ 社会福祉法人　致遠会 095-865-9000 095-865-9005 天神町3-2 ２F 850-0044

78 子どもの家 社会福祉法人わたげのほし 095-861-9030 095-861-7664 花園町30-11 852-8027
79 たまりば 社会福祉法人青山保育会 095-844-8254 095-844-9248 青山町3番5号 852-8036
80 若草学童クラブ 社会福祉法人一粒子学園 095-842-0484 095-842-0489 若草町9番3号 852-8023
81 どんぐりクラブ 一般社団法人　学童保育どんぐり会 095-847-9794 同左 白鳥町8番1号 852-8042
82 西町どんぐりぃズ 一般社団法人　学童保育どんぐり会 095-844-1517 同左 西町2番1号 西町小学校内 852-8043
83 にしきたキッズ 特定非営利活動法人学童保育にしきたキッズ 095-848-5660 同左 西北町29番21号 852-8051
84 にしきたスター 特定非営利活動法人学童保育にしきたキッズ 090-2965-5660 無し 西北町31番14号 852-8051
85 にしきたファイブ 特定非営利活動法人学童保育にしきたキッズ 095-848-5660 同左 西北町30番11号 852-8051

虹が丘 86 くれよんクラブ 社会福祉法人　虹豆会 095-857-8670 同左 虹が丘町2432番地 虹が丘小学校内 852-8055
滑　石 87 学童保育なめしクラブ ＮＰＯ法人ひだまり会 095-807-2412 同左 滑石2丁目20番5号 滑石小学校内 852-8061
大　園 88 滑石学童クラブひまわり 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 095-855-2066 同左 滑石6丁目1番59号 大園小学校内 852-8061

89 長崎北陽児童クラブ 社会福祉法人長崎北保育園 095-856-7327 同左 滑石４丁目４番８号 北陽小学校内 852-8061
90 長崎北児童クラブ 社会福祉法人長崎北保育園 095-857-3636 095-857-2835 滑石3丁目32番8号 長崎北保育園敷地内 852-8061
91 学童保育ひまわりクラブ 一般社団法人向日葵 090-9797-9659 無し 滑石5丁目18番5号 852-8061

横　尾 92 あじさいクラブ 一般社団法人横尾あじさいクラブ 095-856-9492 同左 横尾2丁目16番1号 横尾小学校内 852-8065
三　重 93 むつみ学童クラブ 社会福祉法人むつみ福祉会 095-801-5366 095-801-5375 三重町57番地１ 851-2204

94 あおぞらクラブ 社会福祉法人まこと福祉会 095-850-2321 同左 畝刈町299番地1 851-2212
95 ドリームガーデン 学校法人田添学園 095-850-0908 095-850-1301 京泊1丁目6番24号 851-2211

鳴見台 96 おひさまクラブ 鳴見台学童保育おひさまクラブ運営委員会 095-850-3020 同左 鳴見台2丁目1番8号 鳴見台小学校内 851-2215
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