
クラプの 内L

◆学重保育クラブとは
学重保影 ラ引よ、イ士事をしているなど四 で、日中不佃こなる町田柑 ゴ主の効 児童 (仝学寄うを渤 りし、適切

な遊びと生渚の場た捉期して、その健全な育成た路 ところです。

政 きる

1薩・舞
町田市内に在喧も、保護者が説署割こより日中不右になるご家庭の児童 (1年生～6朝

患△ていきる事瓢粟脅汐ヲデ 原貝」、通序す&」吟郭涯生ある学童膨 ラブ

跡 れ る霞 日曜日・祝日卿 銚その(まか、鋼 副ミリ学校崩陳腐こなつた場合など

F汗丁魚ノてし`る自・鵜簡
月曜日かイ勇測颯 下 校   ～ 18:00
春・夏業朝め、土曜日、麟 日 8:30 18:00

4胡瞬 期 踊 囀

※魏

学幅η鴻群勤ちる日 18:01～ 19:00

土曜日及び学校休業国
8:00  ～

18:01～

8:29

19:00

翻

鰯 醐 蝉

月額 9′ 000円 ※浦額朝閉あり

日額 500円 (月客醐 艮2′ 000円)※ 1詢幡韓蒙財らり

◆ 入会手続きの方法

2023年 4月の学童陣 ラブの入△笠 設 れる方lよ、下記の申硝期間に輛 てく,要Jい。入会の:郵犠捕託し、書

舞にラR肺のなしイ緊妻年捉怪整陪豹北ヽのある閣 よ難 できます。

【上記の申請期間終了後について】

11月 7日 (月 )から随時舜付暫子いますが、房唄」日l― 」となりますのでご担葉員くだとい。

申請は、児童青少年課窓口 (202窓口)か、郵送で受付けます。

間し唯流せ先

町田市諮 生活部児童斉少年課学重保育係 (ao42-フ 24-2182)
〒194-8520町田市森野 2-2-22町田市庁舎 2階 202番窓口

まちだ子葉Кリイトhttp:〃kosodate― machidattokyojp/mokute障 /4/3/indeX.html

ホーム>目的からさがす>あずける>学窪噺鴫汐ラブ
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まちだ子 育 てサイト掲 載 2022年 9月 1日 lttl～ ―
買正晴青豊のリウンロードができます。

(~F言己URL多群鵞

入会要項・申請書の配布
2022年 9月 E辟]～

酉LttF汗ユ閣日こ)しては、ま〕
=弄

執士町卜で節密訳慮とし〔

各学重保育クラブ・塗銅配ちセンター・名ヽ市民センタ

ー・垢璧罪記弟転謗おせて酉乱 ます。

ク ラ ブ 受  付
2022年 9月 15日 l木)

～ 10月 14日 lttl

不晰言呵隊コ党皮防託諷敗 きなし駐 力ちります。

垂1送 受 付
2022年 9月 15日 (木)

～ 10月 14日 (金)必着

会 場 受 付
2022年 10月 23日 (日 )

～ 11月 5日 (Jうちフ日間

拗 妥訃部調  (よヽ
―

買・神 イトで

ご聰扇駄だとい。



町田市の学重保育クラブ

騨 詢 お手橋謄は、感染拡大防J山り観点門ら、できるかぎ研即送でのお縮 を控奨しております拭       ラブでも

す 刷 として、     お預卵りのみの
'・

す駐 なります)。

リサイクル歯性◎
この騨翻鞠は、郷務用の描ヘ

をジサィクルできます帝

零 .モ::避

042-791-1606
042-791-2013
042-794-8100
042-770-6522
042-797-5557
042-775-5707
042-733-3533

042-734-0429
042-734-3845
042-736-0771
042-734-3277
044-988-0830
042-791-1729
042-360-1033
042-791-6867
042-792-0285
042-794-3013
042-793-2270

042-795-O051
042-735-4568
042-737-OOSO

木曽学童保育クラブ

山崎学童保育クラブ

桜の森学童保育クラブ

木曽境川学童保育クラブ

七国山学童保育クラブ

図師学童保育クラブ

小山学童保育クラブ

小山ヶ丘学童保育クラブ

小山中央学童保育クラブ

相原たけの子学童保育クラブ

大戸のぴつ子学童保育クラブ

南つくし野学童保育クラブ

野津田学童保育クラブ

鶴川第二学童保育クラブ

鶴川学童保育クラブ

鶴川第四学童保育クラプ

金井学童保育クラブ

大蔵学童保育クラブ

みわつこ学童保育クラブ

なかよし学童保育クラブ

小山田学童保育クラブ

掘 麗 ≧

小山中央小学校

相原小学校

太戸小学校

大蔵小学校

三輪小学校

忠生小学校

小山田小学校

忠生第三小学校

山崎小学校

小山田南小学校

木曽境川小学校

七国山小学校

図師小学校

小山Bヽ学校

小山ヶ丘小学校

南つくし野小学校

鶴川第一小学校

鶴川第二小学校

鶴川第三小学校

鶴川第四小学校

金井小学校

042-726-2447
042-860-6665
042-795-4705
042-727-3384
042-726-0290
042-799-0989
042-795-2187
042-795-5875
042-722-0633
042-706-4643
042-720-O096
042-726-7966
042-726-司 758

042-725-5231
042-724-7784
042-722-3267
042-726-2448
042-710-1475
042-726… 2449
042-723-6577
042-727-3566

金森学童保育クラブ

どろん手学童保育クラブ

つくし野学童保育クラブ

わんぱく学童保育クラブ

すまいる学童保育クラブ

鶴間ひまわり学童保育クラブ

高ヶ坂けやき学重保育クラブ

成瀬中央あおそら学童保育クラブ

なんなる学童保育クラブ

中央学童保育クラブ

学童21保育クラブ

竹ん子学童保育クラブ

森野学童保育クラブ

ころころ学童保育クラブ

高ケ坂学童保育クラブ

南太谷学童保育クラブ

藤の合ポケット組学菫保育クラブ

藤の合学童保育クラブ

本町田学童保育クラブ

南第一さくら学童保育クラブ

そよかぜ学童保育クラブ

鶴間小学校

高ヶ坂小学校

成瀬中央小学校

南成瀬小学校

町田第四小学校

町田第五小学校

町田第六小学校

南太谷小学校

藤の合小学校

本町田東小学校

本町田旭ヽ学校

南第一小学校

南第二小学校

南第三小学校

南第四小学校

つくし野小学校

」Wil小学校

成瀬台小学校

町田第一小学校

町田第二小学校

町田第二小学校

クラフ名クラプ名学被名
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