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天草市の子育て支援（地域子育て支援センター）

地域子育て支援センター

経験豊かな保育士が育児の相談に応じたり、子育て講座の開催、季節ごとの製作等、各
センターで様々な育児支援の取り組みが行われています。子育て中の親子の交流の場です。

子育て支援
センター
『栖本』

66-2117

（66-3228）

栖本町湯船原
637-1

和貴保育園内

○保育園開放

（毎週 火・水　9:00～14:00）

○子育てサークル「こがっぱ」（毎週金曜日）

○育児相談等（毎週 月～金　開所時間）

○支援行事（毎週火曜日 10:00～12:00）

〇月1回給食の試食会を開催

和やかに集い、憩い、心豊かに子育てを楽しめる場

所を目指しています。リトミックをはじめ、クッキ

ング、手作りおもちゃの製作等。広い園庭がありま

す。親子で、またお友達を誘って気軽におでかけく

ださい。

久玉保育園
子育て

サークル

72-5295

（72-6866）

久玉町1867
久玉保育園内

○育児相談・子ども図書館・保育園開放

（毎週 火・水・木　10:00～16:00）

（金～月・祝日休み）

○子育てサークル

（毎週火曜日　10:00～12:00）

専門講師の先生をお招きしたり、親子で楽しくでき

る製作などを取り入れたサークルを開催していま

す。サークル終了後にはティータイムを設けていま

す。また子育て相談・子ども図書館・保育園開放な

どに取り組み、子育ての仲間づくりをめざしていま

す。

子育て支援
センター
つわの花

52-0780

有明町大島子
1973-1
つわの花

○施設開放

（毎週 月・水・金　10:00～15:00）

○子育てサークル

「よっといでつわの花」（第2・4金曜日 会食の

日）

○各種行事（もちつき会や七夕会等）

○通信の発行（毎月1回）「よっといでつわの花」

○育児相談（随時）

夏は涼しい風、冬はあたたかい太陽いっぱいの場所

で、子育て中のお母さん同士が気軽にお話しがで

き、ほっと一息できます。わらべうたや童謡の子育

て、絵本の読み聞かせのすすめ、季節の折紙、簡単

な玩具の製作などを行います。手作りのおやつや家
庭菜園でとれた旬の野菜を使ってお昼ごはんをつ

くったり、やさしいおばちゃんたちが待っていま

す。

ひだまり
23-3396

（23-3555）

本渡町本渡951
やまぐち保育園内

〇保育園開放

(毎週 月・水・木10:00～15:00)

〇育児相談(随時)

　電話・メールでの受付対応可

〇子育て講座(毎月開催)

〇子育て情報の提供

子育て中のお母さんが、気軽に集まれる場所です。

季節ごとの制作や、おもちゃ作りを楽しんだり、お

子さんをを遊ばせながら、お母さん同士のコミュニ

ケーションがとれます。子育て情報や育児相談も受

け付けています。皆さんの笑顔が集まる、ひだまり
の様な場所になればと思っています。ご来園お待ち

しています。HPで活動の様子をご覧頂けます。

子育て
サークル

「げんきっず
クラブ」

76-0151

（76-1435）

河浦町河浦4850
一町田保育園内

○保育園開放

（毎週 火・木・金　10:00～15:00）

○子育てサークル（毎週火曜日）

○育児相談（毎週 火・木・金）

○子育て講演会（月１回）

○げんきっず通信（毎月１回発行）

○保育園行事等参加

子育てに必要な講演会、離乳食・おやつ作り、ベ

ビーマッサージ、音楽ワールドなど幅広く、多彩に
計画的に実施。火曜日は、給食と手作りおやつがあ

ります。地産の材料を使ったクッキング、年中行事

に沿った作品づくり、体験を組み入れ、子育てが楽

しくなるプランがいっぱい。

ふたば
こども館

23-8828

（23-2118）

旭町249-3
本渡ふたば保育園横

○広場開放

(毎週 火・水・木10:30～15:30)

○親子の広場(火曜13:00～15:30)

○　　〃　　(木曜10:30～12:30)

○育児相談(毎日)

○育児講座(随時)

育児相談、育児講座、育児サークル、広場開放、出

張保育などの事業に取り組んでいます。子育てのこ

となら何でもご相談ください。保育園とは別棟の

「ふたばこども館」を拠点に、みんなで一緒に子育

てを楽しみましょう。

御所浦町
子育て支援
センター

67-2004

（　　〃　　）

御所浦町御所浦
2894-2

御所浦保育所内

○保育園開放

（毎週 月～金　9:00～16:00）

○子育て支援サークル「よかよかクラブ」

（毎週 木曜日　9:30～12:00）

○育児相談（毎週 月～金　開所時間）

妊婦さんや子育て中の保護者(親子)が集まって、情
報交換をしたりリフレッシュする場を提供していま

す。保育所の同年齢の子ども達と触れ合う時もあり

ます。豊かな自然に囲まれた保育所で楽しく過ごし

ましょう。

名称
電話

（ＦＡＸ）
所　在　地 育児サークルなど 特色

かるがも
72-2804

（72-2141）

牛深町1047-13
幸愛保育園

かるがも館内

○保育園開放

（毎週 月～土　10:00～16:00）

○子育てサークル（毎週水曜日）

○料理教室（月1回）

○専門講師による育児相談（月１回）

子育て相談、保育園行事（食育講座、育児講座、運
動会）への参加。給食試食会、絵本読み聞かせ、親

子体操、広い園庭を開放、「かるがも通信」を毎月

発行。

つどいの
広場

とことこ

27-0909

（27-0927）

丸尾町16-14
わくわく

本渡児童館内

○広場開放

(毎週 月・火・水・金10:00～15:00)

○つどいの広場事業

(毎週 月・火・水・金10:00～15:00)

○育児相談（毎日）

○子育て講座（月数回）

○親子の交流・子育て情報の提供

児童館の広い施設、遊具で親子共々、おしゃべりや

遊びを自由に楽しむ交流の場です。子育ての悩みや

相談に応じたり、子育て講座を開催したり、自主

サークル、料理、英語など子育ての中のママたちの

活動も支援し、役立つ情報も盛りだくさんです。み

んなで育て育ち合いましょう。

わわわ
ひろば

080-

8382-

7228

（22-4009）

本渡町広瀬145-5
わわわのおうち内

〇施設開放

(毎週 月・水・金10:00～15:00)

〇育児相談(随時)

　電話・メールでの受付対応可

〇子育て講座(毎月開催)

〇子育て情報の提供

畳のお部屋で円卓を囲んでおしゃべりしませんか。

はじめての方も大丈夫！みんなで迎えます。自分の

責任で自由に楽しむ場です。共に育ち合いましょ

う。お味噌汁あり。お茶コーヒーもご自由に。もっ

こ作りもできます。子育ての困りごとに、地域子育

て支援士がサポートいたします。ひろば時間内の一

時預かりも可。
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天草市の子育て支援（放課後児童クラブ）

放課後児童クラブ

保護者が仕事等で家にいない小学生を対象に、支援員が一緒に遊んだり、生活の場を提
供したりします。受入れの詳細は、各児童クラブにお問い合わせください。

18人

65人

標準料金

本渡

すまいる
ステーション

（本渡町広瀬）

すまいる
ステーション

（080-6723-1032）

40人

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　　　　 要相談

日曜・祝日　　　  休み
学校休日　　  7:30～19:00

基本料　　　3,000円（月10日分含む）

平日・半日　　300円
1日　　　 　　600円

ひがしまち
児童クラブ
（浄南町）

ひがしまち保育園
（23-1925）

20人

平日　　　　下校時～18:45
土曜日　　　  7:15～18:15

日曜・祝日　　　   休み

学校休日　　  7:15～18:45

基本料　　8,000円（月額）

保険料　   　800円（年額）

えんけいじ
学童クラブ
（浜崎町）

えんけいじ
学童クラブ

（22-1687）
35人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　 　   要相談
日曜・祝日　　 　 休み

学校休日　　  7:00～19:00

年会費　　　6,000円（保険料込）

平日・半日　　300円

１日　 　  　　600円

さくら
なかよしクラブ

（本渡町本戸馬場）

さくら保育園
（22-5344）

基本料　　2,000円（月7日分含む）

平日　　　　300円

半日　　　　400円
１日　　　　600円

保険料　　1,000円（年額）

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　　  7:00～19:00

日曜・祝日　　　   休み
学校休日　　  7:00～19:00

年会費　　　6,000円（保険料込）
平日・半日　　300円

１日　　   　　600円

みなみっこ
ルンルンクラブ

（川原町）

みなみっこ
ルンルンクラブ

（090-3884-5299）

30人

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　　  7:30～18:00

日曜・祝日　　　   休み
学校休日　　  7:30～19:00

基本料　　7,000円（月額）
年会費　　5,000円（保険料込）

土曜日　   　500円
長期休暇　 お問い合わせください

学童
トライアングル

（川原町）

学童ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ
（富﨑さん）

（080-5201-9911）

基本料　　6,000円（月額）

保険料　　1,000円（年額）

めぐみ保育園
学童クラブ
（南町）

めぐみ保育園
（23-7334）

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　 7:０0～15:00
日曜・祝日　　  　 休み

学校休日　　  7:00～19:00

基本料　　10,000円（月額）

年会費　 　 2,000円（保険料込）
土曜日　　　  600円

基本料　　6,000円（月額）
保険料　　1,000円（年額）

めぐみ保育園
第二学童クラブ
（本渡町本渡）

めぐみ保育園
第二学童クラブ
（66-9772）

15人

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　　  7:00～19:00

日曜・祝日　　　   休み

学校休日　　  7:00～19:00

名称
（所在地）

30人

地区 問い合わせ 定員 開設時間

本渡はまゆう
児童クラブ
（諏訪町）

本渡はまゆう
保育園

（22-5590）

45人

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　　  7:00～18:00

日曜・祝日　　  　 休み
学校休日　 　 7:00～19:00

本渡

本渡

本渡

本渡

本渡

本渡

本渡

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  7:00～19:00
日曜・祝日　　  　 休み

学校休日　　  7:00～19:00

わくわく本渡
児童クラブ
（丸尾町）

わくわく本渡
児童クラブ

（27-0909）
35人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　　　 要相談
日曜・祝日　　　  休み

学校休日　　  7:30～19:00

本渡

本渡

基本料　　　3,000円（月10日分含む）

平日・半日　　300円
1日　　　 　　600円
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放課後児童クラブ（続き）

標準料金地区
名称

（所在地）
問い合わせ 定員 開設時間

本渡

あおぞら
児童クラブ

（亀場町亀川）

あおぞら
児童クラブ

（66-9620）
45人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  7:00～19:00

日曜・祝日　　　  休み

学校休日　　  7:00～19:00

延長時間　　上記の時間以外

基本料　　10,000円（月額）

入会金・保険料　5,000円

長期休暇　20,000円（会員以外別途）

※延長時間は別料金

愛隣保育園
（0120-82-9933）

本渡

愛隣
児童クラブ

（亀場町亀川）

20人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  8:00～18:00

日曜・祝日　　　 休み

学校休日　　  8:00～18:00

基本料　　　6,000円（月額）

　　　（2人目から・ひとり親家庭半額）

平日・半日　　500円

１日　　　　1,000円

ひだまり
児童クラブ

（新和町小宮地）

一町田
児童クラブ

（河浦町河浦）

一町田保育園
（76-0151）

50人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  7:30～19:00

日曜・祝日　　　 休み

学校休日　　  7:30～19:00

50人

牛深

宮野河内
児童クラブ

（河浦町宮野河内）

宮野河内保育園

（78-0037）

新和

河浦

倉岳

ひだまり
児童クラブ

（本田さん）
（46-3256）

本渡

平日　　　　　300円

半日　　　　　600円（給食あり）

１日　　　　　800円（給食あり）

保険料　　　　800円（年額）

平日　　　　下校時～18:00

土曜日　　　  7:30～18:00

日曜・祝日　　  　休み

学校休日　　  7:30～18:00

登録料　　　1,000円（年額）

平日・半日　　300円

１日  　    　　600円

保険料　　　　800円（年額）

苓陽放課後
児童クラブ

（倉岳町棚底）

65人

佐伊津学童クラブ
（佐伊津町）

本渡

河浦

牛深

70人

30人

幸愛学園
児童クラブ
（牛深町）

20人

幸愛保育園
（72-2804）

久玉保育園
コミュニティー

児童館
（久玉町）

倉岳保育園
（64-3480）

久玉保育園
（72-5295）

佐伊津保育園
（23-6245）

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  7:00～19:00

日曜・祝日　　　  休み

学校休日　　  7:00～19:00

平日・半日　　400円

１日　　       1,000円
保険料　 　   2,500円（年額）

基本料　 　  1,200円（月4日分含む）

下校時から利用　300円

　　　　　　　（おやつ代含む）

１日　　 　 　 650円（給食代含む）

保険料　　　1,000円（年額）

40人

栖本

和貴保育園
学童クラブ

（栖本町湯船原）

和貴保育園
（66-2117）

あけぼの
児童クラブ

（亀場町亀川）

あけぼの
児童クラブ

（66-9620）

基本料　　　6,000円（月額）

　　　（2人目から・ひとり親家庭半額）

平日・半日　1,000円

１日　　　　1,000円

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  8:00～19:00

日曜・祝日　　 　 休み
学校休日　　  8:00～19:00

平日・半日　　300円

１日　　　　　500円

保険料　　　1,000円（年額）

平日　　　　下校時～19:00

土曜・日曜・祝日・学校休日

　　　　　　  7:00～19:00

延長時間　　 上記の時間以外

基本料　　10,000円（月額）

入会金・保険料　5,000円

長期休暇　20,000円（会員以外別途）

※延長時間は別料金

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　 　 7:00～19:00

日曜・祝日　  休日保育対応

学校休日        7:00～19:00

40人

40人

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　 8:00～18:00

日曜・祝日　　　休み

学校休日　　8:00～18:00

平日　　　　下校時～18:00

土曜日　　　  7:00～18:00

日曜・祝日　　 　 休み

学校休日　　  7:00～18:00

基本料　　　 3,000円（月10日分含む）

年会費　　    5,000円（保険料込）

平日　　　　　 300円

半日　　　　　 400円

１日　　　　　 600円

平日・半日   　300円

１日　   　　　500円
保険料　　　2,000円（年額）

平日　　　　下校時～19:00

土曜日　　　  7:30～19:00

日曜・祝日　　　  休み
学校休日　　  7:30～19:00
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天草市の子育て支援（小学校低学年受け入れ）

小学校低学年受け入れ

各保育所（園）の特別事業や自主事業で実施されている、10人未満の小規模児童クラブです。
受入れの詳細は、各園へお問い合わせください。

小学
校区

名称 問い合わせ 開設時間 標準料金

楠浦

平日　      　下校時～18:00
土曜日　    　       休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　 8:０0～18:00

月額       5,000円
１日          500円
半日　　　   －

平日　　      下校時～18:50
土曜日　        7:20～18:50
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:20～18:50

１時間       100円（保険料含む）
昼食代       150円（主食含む）
おやつ代　   50円

本渡東

本渡東

本町
東向寺保育園

学童

下浦保育園

瀬戸保育園

亀川保育園

しいのみクラブ

志柿保育園
志柿保育園

（23-1489）

本町

本渡北

亀川

本町

本渡東

椎の実保育園
（23-1979）

天領保育園

下浦保育園
（22-4673）

東向寺保育園
（23-7030）

１日 　　　600円
半日　　　 300円
昼食代　    300円（おやつ代含む）

天領保育園
（22-3333）

平日　　   　下校時～19:00
土曜日　    　7:00～19:00
日曜日　　　　　 休み
学校休日       7:00～19:00

瀬戸保育園
（23-7047）

平日    　  　下校時～19:00
土曜日　        7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日       7:０0～19:00

１時間         80円
昼食代       100円（ごはん持参）
おやつ代      50円/回

１時間         80円
昼食代       150円
おやつ代      50円/回

平日   　   　下校時～19:00
土曜日　        7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日        7:00～19:00

１時間         80円
昼食代       150円
おやつ代      50円/回

箱ノ水保育園
学童クラブ

箱ノ水保育園
（23-8881）

平日     　 　下校時～18:00
土曜日　   　　　  休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　    8:０0～18:00

１日　       500円
半日　       300円

本町保育園
本町保育園

（22-3871）

1時間　　　100円
昼食代　　  100円（ごはん持参）
おやつ代       50円

平日　　      下校時～18:30
土曜日　        7:00～18:30
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:00～18:30

平日　　      下校時～18:00
土曜日　        7:00～18:00
日曜日                 休み
学校休日        7:00～18:00

亀川保育園
（23-9077）

平日　 　  　下校時～19:00
土曜日　        7:00～13:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日        7:00～19:00

月額　    5,000円
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小学校低学年受け入れ（続き）

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　 　    休み
学校休日　　  7:00～19:00

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　　     休み
学校休日　　  7:00～19:00

小学
校区

名称 問い合わせ 開設時間 標準料金

浦和保育園
（53-0507）

有明東保育園
有明東保育園

（54-0365）

◆認定こども園

五和

牛深

牛深

牛深

平日　　　　下校時～18:00
土曜日　 　　　    休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　 　 8:00～18:00

１日　      800円
半日　      400円

島子保育園
（52-0019）

平日   　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:00～19:00

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

牛深

有明

有明

有明

御領幼児園
のびのび
学童保育

御領幼児園
（32-0524）

浦和保育園

しろはと
児童クラブ

しろはと保育園

（72-3501）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　　 　休み
日曜日　　　　 　休み
学校休日　　 7:00～18:00

１日　      600円
放課後　   250円

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

もぐし海の
こども園

もぐし海の
こども園

（72-2772）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　 8:00～18:00
日曜日　　　　 　休み
学校休日　　 8:00～18:00

１日　      600円
半日　      400円
おやつ代　200円

島子保育園

観音保育園
観音保育園

（73-3611）

平日　  　　 下校時～18:30
土曜日                  休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  8:00～17:00

月額       7,000円
（おやつ代・保険代含む）

天附保育園
天附保育園

（72-2564）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　 8:00～18:00
日曜日　　　　　 休み
学校休日　　 8:00～18:00

1日 　　   900円（昼食付）
　　　　　400円（弁当持参）
半日　　   200円
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天草市の子育て支援（子どもデイサービス事業）

子どもデイサービス事業

小学校が長期休業中等の昼間、保護者が仕事等で家にいない小学生（おおむね10歳未満）

の児童のための、遊びを主とする活動の場です。受入の詳細は、各施設にお問い合わせくだ
さい。

子ども
デイサービス
（つわの花）

NPO法人

つわの花
（52-0780）

NPO法人 つわの花
（有明町大島子1978）

春休み、夏休み、冬休み
対象者：小学生

利用料：500円

対象者：鬼池地区に居住する

　　　　小学１年生～６年生

利用料：１日　300円
　　(イベント材料代等を除く)

春休み、夏休み
9:00～17:00
（土日祝、お盆期間を除く）
冬休み
8:45～16:45
（土日祝、年末年始を除く）

鬼池地区
　コミュニティセンター
（五和町鬼池1184）

鬼池まちづくり

振興会

（32-0004）

鬼池地区
児童クラブ

子ども
デイサービス

（御所浦支所）

社会福祉協議会

御所浦支所

（67-3782）

平日放課後：いさな館2階
（御所浦町御所浦3527）

春・夏休み：
嵐口コミュニティセンター
（御所浦町御所浦3895-14）

平日：放課後～17:30

春・夏休み：8:30～17:00

（土日祝、お盆期間を除く）

対象者：小学生で、スポーツ
         　安全保険に加入した者

定　員：20人（低学年優先）

利用料：平日200円、

　         長期休業期間中500円

　        （半日利用は300円）

子ども
デイサービス

（二江まちづくり振

興会）

二江まちづくり

振興会

（33-0204）

二江地区
  コミュニティセンター
                          多目的室
（五和町二江3066）

平日

     4～9月：放課後～18:00

　10～3月：放課後～17:30

長期休業中

　春休み(4月)・夏休み：

　　　　　　10:00～18:00

　冬休み・春休み(3月)：

　　　　　　10:00～17:30

（土日祝、年末年始を除く）

対象者：小学生

※未就学児は保護者同伴の場合

   のみ可

利用料：無料

宮地岳

地区振興会

（28-0001）

宮地岳地区
  コミュニティセンター
（宮地岳町5616-2）

土日祝日および長期休業期間中の月

～金曜日（長期休業期間中の土日祝

日は除く）

9:00～17:00
（12:00～13:00は除く）

対象者：小学生～高校生

　※未就学児は保護者同伴の
　　場合のみ可

利用料：無料

　　(イベント材料代等を除く)

町内外を問わず
申請書の提出で利用可

子ども
デイサービス
（有明支所）

社会福祉協議会

有明支所

（53-0110）

有明老人福祉
　センター大広間
（有明町赤崎2010-9）

春・夏休み期間中

（土日祝、お盆期間を除く）

8:00～17:00
（延長17：30まで）

対象者：小学生で、保護者の

　         仕事の都合により保育を

　         必要とする者

利用料：1日500円
　　　（半日300円）

※保険加入あり

名称
実施者

（電話）
場　所

（住所）
開設期間・時間 利用基準

宮地岳
わんぱ～く児童館

手野地区
児童クラブ

手野まちづくり

振興会

（34-0003）

手野地区
  コミュニティセンター
（五和町手野一丁目3768-3）

春休み、夏休み、冬休み
9:00～17:00

対象者：手野地区に居住する

　         小学1年生～3年生

定　員：20人（先着順）

利用料：１日　500円
（利用料には体験料・保険料を含

む。)
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天草市の子育て支援（児童館）

児童館

0歳～18歳未満までの子どもたちに遊びの場所と遊びを提供します。利用料は無料で
どなたでも利用できます。未就学児さんは、保護者の方と一緒にご利用ください。

私立

市立 ※各児童館で遊べる時間は、閉館時間の30分前までです。

　　4月～9月　10:30～18:30
　 10月～3月　10:30～18:00

 【休み】
　　毎週日曜日・祝日・年末年始

開館時間

わくわく本渡
児童館

27-0909 丸尾町16-14

　　4月～9月　10:00～18:00
　 10月～3月　10:00～17:30

 【休み】
　　毎週木曜日（夏休み期間中は日曜日）
　　 祝日・年末年始

志柿
児童館

23-4737

河浦中央
児童館

77-0951 河浦町河浦4850

志柿町3126-3

楠浦
児童館

24-1378

施設名 電 話 所　在　地

本渡児童
センター

23-3397 本渡町本渡1054-7

楠浦町2140

開館時間

　通常（長期休暇中含む）　10:00～18:00

【休み】
　　毎週日曜日・祝日・年末年始

42-0337 天草町高浜南900-1光洋館

施設名 電話 所　在　地


