中城村内 ― 学童クラブ一覧表
学童名
１
２

つはっ子学童クラブ
つはっ子学童クラブ Ⅱ
（セカンド）

３

ひだまり学童 CLUB

４

ごさまる学童クラブ

2020 年 11 月 1 日現在

住所

電話番号

定
員

小学校区

津覇 1174 番地
津覇小学校内（体育館２階）

098-917-4112
080-6480-5898

40

津覇小学校

津覇 641 番地-3

090-3410-5830

38

津覇小学校

屋宜 239 番地
中城小学校内
（低学年多目的教室）

098-895-3045
070-5270-5694

80

中城小学校

南上原 508-3

080-6480-5300

39

中城南小学校

平日

開所時間について
土曜日

学校終了後～18:30
延長（～19:00）
学校終了後～18:30
延長（～19:00）

8:00～17:30

長期休業日
8：00～18：30

利用料（月額）
1～3 年生（10,000 円）

18:41～19:00（300 円）

延長（～18:30） 延長（～19：00） 4～6 年生（9,000 円）

19:00～30 分毎に 300 円

8:00～17:30

8：00～18：30

1～3 年生（10,000 円）

18:41～19:00（300 円）

延長（～18:30） 延長（～19：00） 4～6 年生（9,000 円）

19:00～30 分毎に 300 円

学校終了後～18:30

7：30～17：30

7：30～18：30

延長（～19:00）

延長なし

延長なし

1～6 年生（9,000 円）

7：30～19：00

1 年生（11,000 円）

学校終了後～19:00
延長（～19:30）

延長料金

7：30～17：00

延長（～17：30） 延長（～19：30） 2～3 年生（10,000 円）

150 円/30 分

200 円/30 分

4～6 年生（9,000 円）

５

ラポール学童クラブ

北上原 439 番地

098-895-4184

120

６

中城みなみ学童クラブ

南上原 786 番地

098-870-3731
070-5277-3732

120

南上原 292-1 番地

098-870-3731
070-5277-3732

40

南上原 577 番地
28 街区 5 画地

090-4988-6070
070-3802-5050

７

８

第２
中城みなみ学童クラブ

ひまわり学童クラブ

67

中城南小・中城小
津覇小・琉大附属小
中城南小学校
琉大附属小学校
中城南小学校
琉大附属小学校

中城南小学校

学校終了後～19:30

7：00～17：00

7：00～19：30

1～2 年生（11,000 円）

延長（～20:00）

延長(～18:00)

延長（20：00）

3～6 年生（9,000 円）

7：30～18：00

1 年生（10,000 円）

学校終了後～18:00
延長（～19:00）
学校終了後～18:00
延長（～19:00）

7：30～18：00
延長なし
7：30～18：00
延長なし

延長（～19：00） 2～6 年生（9,000 円）
7：30～18：00

7：30～17：00

延長（～19:30）

延長（～17：30） 延長（～19：30）

7：30～19：00

300 円/1 時間

1 年生（10,000 円）

延長（～19：00） 2～6 年生（9,000 円）

学校終了後～19:00

200 円/30 分

300 円/1 時間

1 年生（11,000 円）
2 年生（10,000 円）

200 円/30 分

3 年生（9,000 円）
4～6 年生（7,000 円）

９

10

ひだまり学童 CLUB

CEC 学童クラブ

南上原 816 番地
南マンション 101 号

南上原 387-3 番地

070-1260-5770

098-895-4936

17

20

中城南小学校

中城南小学校

学校終了後～18:30

7：30～17：30

7：30～18：30

延長（～19:00）

延長なし

延長なし

学校終了後～19:30

7：30～17：30

7：30～19：30

1 年生（16,000 円）

延長なし

延長（～18：30）

延長なし

2 年生（14,000 円）

1～6 年生（9,000 円）

150 円/30 分

300 円/1 時間

3 年生（12,000 円）

琉大附属小学校

4 年生（10,000 円）
5～6 年生（8,000 円）

11

大育児童クラブ

南上原 1024-6

098-895-3178

80

中城南小学校
津覇小
琉大附属小

学校終了後～19:00

7：30～18：00

7：30～19：00

延長（～19:30）

延長なし

延長（～19:30）

ニコニコ中小学童
クラブ

泊 526 番地
（令和 3 年 4 月新設）

090-7587-8962

40

中城小学校

3 年生（9,500 円）

200 円/30 分

4～6 年生（8,500 円）

学校終了後～19:00

12

1～2 年生（11,000 円）

延長（～19:30）

7：30～17：00

7：30～19：00

延長（～17:30） 延長（～19:30）

1 年生（12,000 円）
2 年生（11,000 円）

200 円/30 分

3 年生（10,000 円）
4～6 年生（9,000 円）

※申込みは各学童クラブへ直接お申込み下さい。また、ひとり親家庭世帯等には、中城村より月額 5,000 円を上限とした助成があります。詳しくは、各学童クラブまたは村役場にてお問い合わせください。

