




























小学校名 学童クラブ
定
員

所　在　地
併設
施設

電話番号 運営
わくわく
☆ひろば

桐ケ丘郷っ子クラブ第一 40 桐ケ丘1-10-23 小学校 3907-0891 民間 ○

桐ケ丘郷っ子クラブ第二 40 桐ケ丘1-10-23 小学校 3906-9276 民間 ○

桐ケ丘郷っ子クラブ第三 40 桐ケ丘1-10-23 小学校 3906-9275 民間 ○

赤北ひばりクラブ第一 40 赤羽北2-15-3 小学校 3907-6276 民間 〇

赤北ひばりクラブ第二 40 赤羽北2-15-3 小学校 3907-6290 民間 〇

赤北ひばりクラブ第三 40 赤羽北2-15-3 小学校 3908-8838 民間 〇

八幡 八幡こどもクラブ 40 赤羽台3-18-5 小学校 3900-9641 民間 〇 赤羽北 3906-1149

浮間桜草クラブ第一 40 浮間3-4-27 小学校 3967-2041 直営 ○

浮間桜草クラブ第二 40 浮間3-4-27 小学校 3967-2053 直営 ○

浮間桜草クラブ第三 40 浮間3-4-27 小学校 3967-0121 直営 ○

浮間桜草クラブ第四 40 浮間3-4-27 小学校 3967-0031 直営 ○

西浮間クラブ第一 55 浮間2-7-1 小学校 3967-1136 民間 ○

西浮間クラブ第二 55 浮間2-7-1 小学校 3967-1137 民間 ○

西浮間クラブ第三 50 浮間2-7-1 小学校 3967-1138 民間 〇

赤羽台西小クラブ第一 45 赤羽台2-1-34 小学校 3907-6494 民間 〇

赤羽台西小クラブ第二 40 赤羽西5-7-5 福祉作業所 5993-5133 民間 〇

西が丘みらいっ子クラブ第一 40 十条仲原4-5-17 小学校 3900-6345 直営 ○

西が丘みらいっ子クラブ第二 40 十条仲原4-5-17 小学校 3905-0775 直営 ○

滝小こどもクラブ第一 40 西ケ原1-18-10 小学校 3918-1525 民間 〇

滝小こどもクラブ第二 40 西ケ原1-18-10 小学校 3949-0849 民間 〇

滝小こどもクラブ第三　※４ 60 西ケ原1-18-10 小学校 3910-3180 民間 〇

滝二っ子クラブ第一 40 滝野川6-19-4 小学校 3916-0521 民間 〇

滝二っ子クラブ第二 40 滝野川6-19-4 小学校 3917-0946 民間 〇

たきさんクラブ第一 40 滝野川1-12-27 小学校 3910-4177 民間 ○

たきさんクラブ第二 40 滝野川1-12-27 小学校 3918-9913 民間 ○

滝四もみじクラブ第一　※５ 80 東田端2-5-23 小学校 3893-9611 民間 ○

滝四もみじクラブ第二 35 東田端1-12-14 地域振興室 3800-6110 民間 ○

滝五若葉クラブ第一 40 昭和町3-3-12 小学校 3800-3079 直営 ○

滝五若葉クラブ第二 40 昭和町3-3-12 小学校 3800-3081 直営 ○

西ケ原さくらっ子クラブ第一 40 西ケ原4-19-21 小学校 3910-7227 民間 ○

西ケ原さくらっ子クラブ第二 40 西ケ原4-19-21 小学校 3918-1230 民間 ○

谷端 谷端こどもクラブ　※６ 80 滝野川7-12-17 小学校 3916-8641 民間 ○ 滝野川西 3916-3224

田端ぽぷらクラブ第一 40 田端5-4-1 小学校 3823-2750 民間 ○

田端ぽぷらクラブ第二 40 田端5-4-1 小学校 3827-7887 民間 ○

田端ぽぷらクラブ第三 45 田端3-24-14 児童館 3823-2003 民間 ○

滝野川もみじ元気っ子クラブ第一 40 滝野川3-72-1 小学校 3918-2501 民間 ○

滝野川もみじ元気っ子クラブ第二 40 滝野川3-72-1 小学校 3918-9910 民間 ○

滝野川もみじ元気っ子クラブ第三 40 滝野川3-72-1 小学校 3916-7758 民間 ○

（令和３年１０月１日現在）

　　※１　王子東育成室を廃止し、令和４年４月１日に王子っ子クラブ第四、王子っ子クラブ第五を旧桜田小学校内に開設予定です。また、王子っ子クラブ

　　　　　（第一～第五）は、令和４年秋頃に王子小学校内別棟に移転する予定です。

　　※２　十条小クラブ第一、十条小クラブ第二は、令和４年４月１日に開設予定です。令和４年３月３１日までの申請受付は荒川ふじクラブ（3907-8071）、

　　　　　十条台小クラブ（3905-7124）で行います。

　　※３　ふたばクラブは、令和４年４月１日に３０名の定員拡大予定です。

　　※４　滝小こどもクラブ第三は、令和４年４月１日に２０名の定員拡大予定です。

　　※５　滝四もみじクラブ第一は、令和４年４月１日に４０名の定員拡大予定です。

　　※６　谷端こどもクラブは、令和４年４月１日に４０名の定員拡大予定です。

田端 田　端 3823-2720

滝野川第二

滝野川西 3916-3224

滝野川第三

滝野川第四 田　端 3823-2720

西が丘 赤羽西 3906-3642

滝野川
もみじ

滝野川西 3916-3224

滝野川第五 栄　町 3911-5836

西ケ原 滝野川東 3910-0886

滝野川 西ケ原 3949-1481

浮間

浮　間 3960-5301

西浮間

赤羽台西 桐ケ丘 3906-7763

管轄児童館名・電話番号

桐ケ丘郷 桐ケ丘 3906-7763

袋 袋 3908-8561
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