
学校開校日 学校休校日

番　町 葵区新富町一丁目23-1 番町小学校内 252-2838

新　通 葵区駒形通二丁目4-47 新通小学校内 221-5004

駒　形 葵区南安倍二丁目1-1 駒形小学校内 255-7105

安　西 葵区安西一丁目96-3 安西小学校内 251-1881

田　町 葵区田町五丁目70 田町小学校内 255-3803

井宮第一 葵区平和一丁目7-1 井宮小学校内 272-4400

井宮第二 葵区平和一丁目5-6-4 （独立施設） 221-9802

井宮北 葵区上伝馬2-1 井宮北小学校内 273-6136

安倍口 葵区安倍口新田50 安倍口小学校内 296-3011

美　和 葵区安倍口団地2-10 美和児童館内 296-1679

足久保 葵区足久保奥組741-1 足久保小学校内 296-0367

伝馬町 葵区伝馬町14-2 伝馬町小学校内 272-5446

中央第一 葵区駿府町1-94 静大附属静岡小学校内 252-8200

中央第二 葵区駿府町2-80 中央体育館内 255-1170

葵 葵区城内町7-9 葵小学校内 255-7005

横　内 葵区緑町1-1 横内小学校内 209-5546

上足洗 葵区上足洗一丁目8-26 上足洗簡易児童館内 209-5553

竜　南 葵区竜南一丁目23-1 竜南小学校内 248-0388

安　東 葵区安東三丁目16-1 安東小学校内 248-5144

城　北 葵区北安東四丁目27-3 城北小学校内 209-4055

千代田 葵区沓谷五丁目47-1 千代田小学校内 265-5827

沓　谷 葵区沓谷四丁目23-20 沓谷簡易児童館内 263-0855

千代田東 葵区川合三丁目4-1 千代田東小学校内 263-6149

麻　機 葵区有永町6-1 麻機児童館内 247-0889

西　奈 葵区瀬名三丁目23-1 西奈小学校内 264-9794

西奈南 葵区南瀬名町1-26 西奈南小学校内 264-2701

瀬　名 葵区瀬名一丁目19-30 西奈児童館内 264-0063

賤機南 葵区松富三丁目1-46 賤機南小学校内 252-7976

賤機中 葵区牛妻2095-2 賤機中小学校内 294-0205

服織第一 葵区羽鳥六丁目9-1 服織小学校内 277-1911

服織第二 葵区羽鳥二丁目12-19 羽鳥簡易児童館内 277-3624

羽鳥的場 葵区羽鳥六丁目27-14 服織児童館内 277-1202

服織西 葵区新間759-1-1 服織西小学校内 278-5717

南藁科 葵区吉津400 南藁科小学校内 278-6778

中藁科 葵区大原942-1 中藁科小学校内 279-0270

学校開校日 学校休校日

中　田 駿河区中田二丁目14-1 中田小学校内 286-0131

中島第一 駿河区中島2992-1 中島小学校内 283-4466

中島第二 駿河区中島2992 中島児童館内 289-5326

大里東 駿河区高松2310 大里東小学校内 238-5722

大里西 駿河区中原400 大里西小学校内 287-5222

新　川 駿河区新川一丁目10-5 新川簡易児童館内 286-8867

大　谷 駿河区大谷3683-2 大谷小学校内 237-6556

宮　竹 駿河区宮竹二丁目12-1 宮竹小学校内 238-3855

森　下 駿河区森下町2-1 森下小学校内 288-6750

東豊田 駿河区池田480-1 東豊田小学校内 208-1944

西豊田 駿河区曲金二丁目8-80 西豊田小学校内 289-5370

豊　田 駿河区小鹿二丁目26-1 豊田児童館内 281-0108

富士見 駿河区登呂一丁目1-1 富士見小学校内 202-0881

南　部 駿河区南八幡町11-1 南部小学校内 283-1955

東源台第一 駿河区国吉田六丁目7-45 東源台小学校内 264-6570

東源台第二 駿河区国吉田五丁目8-14 （独立施設） 263-5201

長田西 駿河区丸子六丁目15-65 長田西小学校内 257-6336

長田南 駿河区広野四丁目7-1 長田南小学校内 257-0761

長田東 駿河区東新田三丁目10-1 長田東小学校内 257-6090

長田北 駿河区向敷地890 長田北小学校内 258-5556

長　田 駿河区上川原13-1 オーク長田内 259-4803

川　原 駿河区下川原四丁目14-1 川原小学校内 259-0559

学校開校日 学校休校日

辻 清水区辻四丁目3-40 清水辻小学校内 367-7766

江　尻 清水区江尻町14-63 清水江尻小学校内 363-2571

入　江 清水区追分二丁目3-1 清水入江小学校内 367-5963

岡 清水区神田町4-3 清水岡小学校内 351-4717

清　水 清水区松井町15-1 清水小学校内 351-0133

不二見 清水区新緑町2-21 清水不二見小学校内 336-5010

駒　越 清水区駒越東町2-20 清水駒越小学校内 336-6377

三保第一 清水区三保1069-1 清水三保第一小学校内 335-7177

浜　田 清水区浜田町11-1 清水浜田小学校内 351-7474

飯　田 清水区下野中2-40 清水飯田小学校内 367-4550

高　部 清水区押切1115-2 清水高部小学校内 347-2313

有度第一 清水区有度本町3-1 清水有度第一小学校内 348-0555

有度第二 清水区草薙杉道三丁目19-1 清水有度第二小学校内 348-5071

袖　師 清水区袖師町420 清水袖師小学校内 363-1213

庵　原 清水区庵原町1723 清水庵原小学校内 364-1633

興　津 清水区興津中町350-1 清水興津小学校内 369-7720

三保第二 清水区折戸五丁目8-2 清水三保第二小学校内 335-0009

船　越 清水区船越三丁目15-1 清水船越小学校内 351-3376

飯田東 清水区八坂北一丁目23-40 清水飯田東小学校内 367-5225

高部東 清水区押切2166 清水高部東小学校西側隣接地 347-4488

両河内 清水区和田島611 清水和田島小学校内 395-2220

小　島 清水区小島町619 清水小島小学校内 393-3535

どろん子 清水区蒲原新田二丁目25-1 蒲原西小学校内 385-7290

蒲原東 清水区蒲原666 蒲原東小学校内 385-6033

由比第一 清水区由比町屋原329 由比小学校内 375-5700

由比第二 清水区由比421-20 由比児童館内 375-5585

　※　「沓谷児童クラブ」、「瀬名児童クラブ」、「服織第二児童クラブ」及び「賤機中児童クラブ」は、夏季期間（7月21日から8月31日まで）のみの開所を予定しています。 （令和２年４月１日現在）
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　葵区：３５箇所

クラブ名 所在地 電話番号
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　清水区：２６箇所
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開所時間

土・日・祝・年末年始
（12/29～1/3）を除く日

午前８時～午後７時正午～午後７時

午前８時～午後７時正午～午後７時

午前８時～午後７時正午～午後７時

日・祝・年末年始
（12/29～1/3）を除く日

日・祝・年末年始
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