Monthly わっこ
●狛江市民活動
・生活情報誌●

毎月1日に発行します

Monthly Wacco

2016
平成 28 年

12

誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ

発

第 160 号

狛江市発行

狛江市生涯学習サイト

http://komae.manabi365.net

行 ●狛江市地域活性課
〒 201-8585 狛江市和泉本町 1-1-5
☎ 3430-1111 FAX3430-6870
Email=wacco@city.komae.lg.jp

編集・制作 ●特定非営利活動法人 k-press
〒201-0003 狛江市和泉本町1-35-3
ル・ミリオン・イイダ3 階 A号
☎ 3430-6617 FAX3430-6743

47年開設・独立専用
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育所5カ所、小学生クラブ2カ所、

狛江第三小学校隣☎

放課後クラブ4カ所、こどもクラ

3480-9362

松原学童保育所＝

ブ1カ所で合わせて12カ所。

学童クラブは、共働きや保護者

昭 和58年 開 設・ 独

の病気などで、放課後に子どもの

立専用施設・和泉本

保護育成ができない世帯の小学

町 1-14-3 ☎ 3489-

生のために開設されたもので、子
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東野川学童保育所

どもの安全に配慮しながら遊びや

＝平成元年開設・独

生活などの支援を行うとともに、

会の有無などに違いがある。

各クラブとも、児童が放課後を自由

に過ごせるよう配慮し、夏休みを除い

て学習タイムなどは設けず子どもの自

と遊んで帰宅までの時間を過ごしてい
る。いずれも午後６時以降の帰宅の場

合は迎えが原則。各クラブとも利用日

立 専 用 施 設・ 東 野

岩戸小学生クラブ

育状況を共有する。

学童保育所
狛江市が設置・運営、市職員と市嘱
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川 1-6-3 ☎ 3480-

駒井学童保育所＝平成24年開設・

狛江第六小学校KoKoA併設・駒井町
1-21-6狛 江 第 六 小 学 校 隣 ☎3489-

託職員が保育◇実施日＝日曜・祝日・ 2877

主性を尊重しているが、子どもの多くは 年末年始を除く毎日◇実施時間＝平日：

早めに宿題を済ませてから、のびのび

放課後〜午後5時（延長は午後6時45

分まで）
、土曜：午前8時15分〜午後5
時（延長なし）
、学校休業日：午前8時

15分〜午後5時（延長は午後6時45分

小学生クラブ
狛江市が設置、社会福祉法人雲柱社

が運営を担当し、同法人職員が保育◇

実施日＝日曜・祝日・年末年始を除く毎

日◇実施時間＝平日：放課後〜午後7時

子どもが連絡帳を持参し各子どもの成

午後7時（延長なし）
、学校休業日：午

、土曜：午前8時〜
団で◇おやつは職員の手作りや菓子◇ （延長は午後8時）
行事＝誕生日会、昼食作り、合同親子

岩戸児童センター併設・岩戸南3-15-1

岩戸児童センター内☎3489-5444◇
定員50人

内☎3480-1557◇定員50人

定員40人。

平成25年開設・狛江第五小学

設・認定こども園併設・西野川2-4-15

用＝育成料月4,000円◇
定員はいずれも50人。

上和泉学童保育所＝昭

員20人

こどもクラブ

放課後クラブ
狛江市が設置・運営、市嘱託職員が

社会福祉法人調布白雲福祉会が設

実施時間＝平日：放課後〜午後7時（延

長は午後8時まで）
、土曜：午前8時〜

午後6時（学校休業日含む・延長なし）
、
学校休業日：午前8時〜午後7時（延長

保育。各小学校の学区内児童(私学含む は午後8時まで）◇帰宅＝午後6時前は
)が対象◇実施日＝日曜・祝日・年末年

単独◇おやつは認定こども園の栄養士

始を除く毎日◇実施時間＝平日：放課後 による手作り。延長の場合は手作り夕

〜午後6時（学校休業日含む・延長なし）
、
学校休業日：午前8時30分〜午後6時

45分◇帰宅＝午後6時前は単独◇おや

つは市内業者から取り寄せ◇行事＝誕生

日会、工作、人形劇などを開催、保護
第一小学校放課後クラブ＝平成16年

ント好きな母親3人が平成24年に結

1-37-1第一小学校内☎3489-2441

育てに関するワークショップを月1回

開設・狛江第一小学校併設・和泉本町

午後1時に開設する。

9時〜

また、継続の場合も毎年申し込

みが必要。

申し込み・施設に関する問い合

わせは☎3430-1111狛江市児童
青少年課児童青少年係。

◇定員50人

緑野小学校放課後クラブ＝平成18

年開設・緑野小学校併設・和泉本町
4-3-1緑野小学校内☎5497-1140◇

成。現在は美術大学出身の2人で子

テラコヤ３

と市内在住の打楽

どの 公 共 施 設

親子で楽しむイベント開催

さんの協力で和太

で活動する個人や団体と協力し、就

器奏者
「鳴物師 秀」

鼓のワークショップも開催、人気を集

学前の親子で参加できる工作イベン

めている。

大切にし、イベントでは工作の時間を

えるような街にしたい」と今後も親子

トも企画している。同会は手づくりを

日会、親子ごはん会、デイキャンプな

野川地域センター事業として、同

「ハロウィンのおはなし会」
「クリスマ

4-7-51上和泉地域センタ スポット利用(急な残業などによる延長

える団体と共催しており、ハロウィン

スのおはなし会」を、リトミックを教

西野川こどもクラブ

ハロウィンのおはなし会

開催している。

また、狛江市な

館の蔵書を利用した
「七夕おはなし会」

岩戸小学生クラブ＝平成14年開設・

午後5時〜8

母親にも楽しんでもらおう」と、イベ

和45年開設・上和泉地域 どを開催、保護者会あり◇費用＝育成

猪方学童保育所＝昭和

時、日曜窓口を11日

ちの得意分野で親子で

楽しめるイベントを企画し子育て中の

はおにぎりなどの補食あり◇行事＝誕生

利用)1回500円(補食代含む）
。

た、夜間窓口を8

「テラコヤ3」
（中村

設けているのが特色。

ー内☎3489-7530

30分から午後5時まで児童青少年

課児童青少年係で受け付ける。ま

祐子代表)は、
「自分た

◇おやつは職員の手作りや菓子。延長

料月5,000円、延長利用月3,000円、

平 成29年 度の学 童クラブ への

〜午後6時45分、土曜：午前8時30分

◇帰宅＝午後6時前は方面別に集団で

センター併設・和泉本町

☎5761-9235

までの土・日・祝日を除く午前8時

和泉小学生クラブ＝平成18年開設・ 置・運営、同法人職員が保育◇実施日

児童館内☎3480-1441◇定員60人

西野川こどもクラブ＝平成28年開

新規入所(入会)申し込みは16日

和泉児童館併設・中和泉3-12-6和泉 ＝日曜・祝日・年末年始を除く毎日◇

運動会、親子行事などを 前8時〜午後7時（延長は午後8時まで）
開催◇保護者会あり◇費

松原学童保育所

成料月5,000円、
延長利用月5,000円、

第五小学校放課後クラブ＝

者会なし◇費用＝間食費実費負担。

と、塾などで早めに帰宅する場合はそ まで）◇帰宅＝午後5時は方面別に集
の利用日を事前に連絡するほか、毎日

平成24年開設・和泉小学校併

小学校内☎3430-4113◇定

開設されている。内訳は学童保

る。種類によって、保育時間や保護者

食あり◇行事＝誕生日会、認定こども

設・中和泉3-33-1和泉小学校 スポット利用1回600円(夕食代含む)◇

和泉小学校放課後クラブ

て市内には4種類の学童クラブが
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定員50人

校併設・東野川1-35-13第五

小学生の健全育成を目的とし

異年齢の子どもとの交流をはかっ

こまなび電子版 検索

和泉小学校放課後クラブ＝ 園合同のイベントなどを開催◇費用＝育

学童クラブ

ており、私立の小学生も受け入れ

こまなび 電子版

では仮装を楽しみにしている親子も多

い。4年前から太鼓団体
「きんたの会」

中村さんは「子育てが楽しいと思

で参加できるイベントを開く予定で、
来年2月17

には新学期を迎える

準備としてレッスンバックを作る会を
調布市菊野台で開く予定。
問い合わせは

terakoya222@

hotmail.co.jpテラコヤ3

中村さ

ん http://facebook.com/Tera
koyacafe。

