
かわせみ学童保育所 大今里2-36-18 06-6974-9703

勝山学童保育所 勝山南1-14-9 06-6741-4692

生野朝鮮学童保育所 巽西3-14-16 06-6758-0848

大阪朝鮮第四初級学校学童保育 桃谷4-9-22 06-6712-8833

- - -

たけのこ学童保育所 大宮1-5-28 06-6955-1663

都島学童クラブ 御幸町1-9-12-2B 06-6928-9486 高殿学童クラブ 高殿6-14-27 06-6180-5236

毛馬大東学童保育グローブ 毛馬町4-5-20　淀川クラブ3階 06-6925-4250 新森清水学童クラブ 新森7-16-6-408 06-6953-8952

都島児童館　友渕生活クラブ 善源寺町2-8-17　３F 06-6925-4857 太子橋わくわく学童保育 太子橋3-2-8-1-114 06-6953-5678

都島児童館　高倉生活クラブ 友渕町2-9-27 06-6925-6150 太子橋なないろ学童保育 太子橋3-2-8-1-115 090-9275-0133

都島児童館　都島生活クラブ 都島本通3-16-10　4F 06-6921-4385 平和の子子どもの家 新森7-1-5 06-6954-0524

都島児童館　中野生活クラブ 中野町3-10-32 06-6358-0230

都島児童館　御幸生活クラブ 高倉町1-3-29 06-6167-5033 関目東学童保育所 関目1-23-17 06-6933-9011

子ロバキッズクラブ 高倉町2-9-27 06-6924-1123

海老江学童保育所 海老江4-3-16 06-6458-6225

吉野学童クラブ 吉野3-16-28 06-6460-9211

ひばり学童キッズルーム 玉川2-6-15フローレス玉川1F 06-6441-8931

あすなろ学童クラブ 春日出北1-6-20 06-6466-1122 すみれ児童館 古市1-21-41 06-6939-6445

四貫島友隣館子どもの家 春日出中1-15-13 06-6461-3713 ウィズキッズ今福教室 今福西3-14-1-４F 06-7162-3672

ウィズキッズ野江教室 野江3-24-17 06-7173-7015

おおかみ学童クラブ 神崎町2-18　松田ビル2F 06-6761-7022 さくらキッズクラブ 鴫野西1-13-3 06-6965-1055

中大江学童保育 内淡路町２-３-５ヤマトビル１階 070-3995-3536

榎本めだか学童保育所 放出東1-26-12 06-6961-7202

すぎのこ学童クラブ 本田2-5-14　濱崎ビル1F 06-6582-4309 榎本めだかスマイル学童保育所 放出東1-16-18-201 06-6969-9900

日吉学童コスモクラブ 南堀江4-23-27 06-6532-3033 茨田なかよし学童保育所 横堤2-17-16 06-4981-6973

たけのこ学童クラブ 新町2-17-10ニュー新町ビル3F 06-6543-2045 鶴見わらべ学童保育所 鶴見4-15-20　1Ｆ 06-6913-3725

アフタースクールKIDSかわぐち 川口３-１-２３ 06-6599-9070 鶴見わらべ学童保育所　第2 鶴見4-15-20　2Ｆ 06-6991-8168

西区千代崎学童クラブ 千代崎1-12-7 06-7493-1325

ペリカン学童保育所 王子町3-4-1 080-3865-9949

学童保育所ありんこ 磯路２－１２　1号棟114 06-6575-9210

かもめクラブ 磯路1-6-3 06-6573-6068

アフタースクールKIDSなみよけ 波除4-4-18 06-6583-5230 ときわ学童三明クラブ 三明町1-6-2横川ﾏﾝｼｮﾝ 06-6629-0561

アフタースクールKIDSいちもと 市岡元町2-16-21 06-6567-8324 ときわ学童文の里クラブ 文の里1-7-17 06-6628-1447

望之門学童クラブ 阿倍野筋4-21-2 06-6651-5007

- - - 阿さひ保育園つくし会 旭町3-1-6 06-6631-4718

育徳園子どもの家 阪南町5-15-28 06-6621-1901

天王寺なかよし学童保育所 勝山2-13-26 06-6772-0198

第3メダカ学童保育所 中加賀屋3-11-22 090-5641-3124

南港こまどり学童保育所 南港中2-2-43　1F集会所 080-3111-5597

きのみ子どもの家 南港中4-2-30 06-6612-2800

やまと保育園子どもの家 北島3-17-1 06-6682-1746

天王寺あい・あい学童
大道3-1-7
グラン・ピア天王寺2A

06-6776-7117 ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ南港ｺｽﾓｷｯｽﾞStation 南港北1-30-30 3F 06-6613-0905

愛染園愛染橋児童館学童クラブ 日本橋東2-9-11 06-6632-5640 帝塚山学童保育の会 万代6-16-13 06-6671-8421

うさぎ学童保育所 南住吉2-23-17 06-6693-0579

佃西第二学童保育クラブ 佃3-1-4　田村マンション2F 06-6459-9339 風の子学童クラブ 苅田5-6-28　辻川ハイツ1F 06-6699-0120

柏里なかよし学童保育所 柏里2-4-20 06-6475-1446 よさみ学童クラブ 我孫子4-7-12 06-7506-6573

がんばれ学童保育所 姫里3-7-9 06-6475-0987 大領みつばち学童クラブ 大領2-9-12-101 06-6695-5007

こうま学童保育所 遠里小野3-3-18-102 06-6695-4186

ひまわり学童クラブ 墨江4-11-27 06-6678-0356

御幣島かみの学童保育所 御幣島6-11-46-103 06-6475-7521 いるか学童保育所 清水丘1-11-2 06-6673-8109

藤クラブ 山之内元町6-2 06-6697-2131

十三東学童保育所 木川東4-17-9-102 070-5434-3562 四恩子どもの家 苅田4-3-15 06-6607-3311

宮原学童保育所 西三国2-6-7 06-6394-6275 長居子どもの家 長居東4-11-16 06-6691-3669

新大阪よつば学童 西宮原1-6-36-206 06-6399-6540

北田辺学童クラブ 北田辺4-21-15 06-4301-2580

田辺学童保育クラブ 田辺3-2-16 06-6629-1553

今川学園子どもの家 今川3-5-8 06-6713-0277

大隅なかよし学童保育所 大桐5-2-13 06-6329-8425 マリア子どもの家 南田辺4-5-2 070-6270-6712

豊里学童どんぐり 豊里7-12-15 06-6326-4023 めばえ福祉会　わかば教室 西今川1-6-2 06-6713-1558

ひまわり学童クラブ 東淡路5-14-5 06-6324-0831

下新庄学童クラブ 下新庄5-2-4 06-6327-7707 末次保育園子どもの家 加美北5-4-15 06-6792-6455

豊新学童保育所 麦の子クラブ 豊新4-20-23 06-6328-4406 大念仏子どもの家 平野上町1-7-3 06-6791-5410

わらしこ学童くらぶ 小松4-14-12 06-6321-2149

ありんこ学童クラブ 北江口3-7-4 06-6349-5073 青空学童保育所 千本南2-1-26 06-6658-1056

風の子児童館子どもの家 小松1-13-21 080-9934-5355 こどもの里 萩之茶屋2-3-24 06-6645-7778

つくしクラブ 東淡路2-7-5 06-6321-3955 山王こどもセンター 山王2-5-4 06-6633-8415

豊新つくしクラブ 豊新3-25-5 06-6325-2405

プッセ 大隅1-5-19 06-6328-6794

平野区（2カ所）

西成区（３カ所）

東成区（1カ所）

生野区（3カ所）

旭区（6カ所）

城東区（8カ所）

鶴見区（5カ所）

ときわ学童クラブ
松崎町4-9-6
エレガンスピアノル1FA

06-6621-6658

06-6697-4266
東田辺3-14-1
田辺モータース3F

住之江区（5カ所）

住吉区（11カ所）

新町学童たけのこクラブ
新町2-18-19
 四ツ橋三洋ハイツ104

06-6534-0701

放課後児童クラブ（令和2年5月時点）

天王寺桃陽・五条なかよし学童保育所

西区（6カ所）

港区（4カ所）

福島区（3カ所）

中央区（2カ所）

真法院町17-24
真法院ビル5F A号

06-6771-1200

　令和2年5月

小学生の放課後

申込
問合せ

各「いきいき」又は
「運営・管理団体」へ

都島区（8カ所）

北区（該当なし）

此花区（２カ所）

西淀川区（5カ所）

東淀川区（11カ所）

天王寺区（4カ所）

浪速区（1カ所）

真田山子どもクラブ

おおぞら学童

大正区（該当なし）

真田山町2-2
東興ビル２F　7・10号

06-6763-0590

　　　   　発行元：大阪市こども青少年局企画部青少年課（放課後事業G）　℡０６－６２０８－８１６２・８１６３

各「放課後児童クラブ」へ

児童いきいき放課後事業
放課後児童クラブ

（留守家庭児童対策事業）

活動日
時間

・月曜日～金曜日：授業終了後～18時
・始業式、終業式等：11時～18時
・土曜日、長期休業日：8時30分～18時

※一定人数以上の利用希望者がある場合、
有料で19時までの活動時間延長等を実施し
ます。詳細は「各運営・管理団体」までお
問い合わせください。

　活動休止日は日曜日、国民の祝日、お盆
休み（原則8月11日～15日）、年末年始
（12月29日～1月3日）および運営委員会
が決定した休止日

　各「放課後児童クラブ」によって異なり
ますので、各実施場所へ直接お問い合わせ
ください。

参加料

　参加料は無料です。ただし児童の安全
管理にかかる経費として児童1人あたり
500円（年額）が必要です。

※活動時間延長については有料です。詳
細は「各運営・管理団体」までお問い合
わせください。

　各「放課後児童クラブ」によって異な
りますので、各実施場所へ直接お問い合
わせください。

　市内の市立小学校において、平日の放課
後、土曜日・長期休業日に小学生の健全育
成を図るため、遊びやスポーツ、主体的な
学習などを活動内容とする「児童いきいき
放課後事業」（愛称：「いきいき」活動）
を実施しています。
　「いきいき」活動は、大阪市から運営・
管理委託を受けた団体が実施校ごとに設置
されている「いきいき活動運営委員会」と
連携して地域の実情に合わせて運営してい
ます。

　保護者に代わり留守家庭児童の健全な育
成を図るための事業の実施者（各「放課後
児童クラブ」）に対して、その事業実施に
要する経費の一部を補助しています。
　民設民営の取り組み（大部分が保護者会
による運営）に対する補助事業のため、具
体的な活動内容や時間、利用料等について
は各実施事業者が独自に設定しており、生
活環境等にあわせてご利用いただいており
ます。

対象児童 当該校区に居住する小学校1年生～6年生
　小学校に就学している児童であって、そ
の保護者が労働等により昼間家庭にいない
もの（※障がい児は18歳まで可）

東三国学童
東三国5-7-14
エムリネージュ東三国１F

070-5347-3888

東三国2-9
アーベイン東三国第2集会所内

090-6675-6030

淀川区（5カ所）

たんぽぽ学童保育所
歌島3-8-1
プラザ歌島A号棟108号

06-6474-5777

ひよこ学童保育所

東住吉区（6カ所）

概要

鯰江学童保育所
中央1-12-17
第1坂本ビル36号

06-6934-7132

すわ学童クラブ　らっこ
諏訪2-2-18
シャインエイラク1F

06-6962-3644

こりす学童クラブ
東中浜1-10-16
フジハイム1F

06-4981-7826

高松くわがた学童保育所
天王寺町北2-31-24
朝日プラザ天王寺2-101

06-7178-6555

阿倍野区（8カ所）



滝川小学校「いきいき」 06-6351-1585 市岡小学校「いきいき」 06-6571-3948 神津小学校「いきいき」 06-6302-9064 清水小学校「いきいき」 06-6952-6891 東粉浜小学校「いきいき」 06-6672-8681

堀川小学校「いきいき」 06-6358-5403 磯路小学校「いきいき」 06-6571-5962 田川小学校「いきいき」 06-6301-1840 古市小学校「いきいき」 06-6955-6751 住吉小学校「いきいき」 06-6672-9352

西天満小学校「いきいき」 06-6364-8248 三先小学校「いきいき」 06-6571-5882 加島小学校「いきいき」 06-6309-8651 大宮小学校「いきいき」 06-6953-5924 長居小学校「いきいき」 06-6698-0550

扇町小学校「いきいき」 06-6363-0797 田中小学校「いきいき」 06-6573-5872 三津屋小学校「いきいき」 06-6301-0276 高殿小学校「いきいき」 06-6951-3468 依羅小学校「いきいき」 06-6691-0797

菅北小学校「いきいき」 06-6358-2981 八幡屋小学校「いきいき」 06-6571-0538 新高小学校「いきいき」 06-6391-8488 大宮西小学校「いきいき」 06-6953-0902 墨江小学校「いきいき」 06-6678-1057

豊崎東小学校「いきいき」 06-6351-4923 波除小学校「いきいき」 06-6583-7135 野中小学校「いきいき」 06-6391-0897 生江小学校「いきいき」 06-6928-3564 遠里小野小学校「いきいき」 06-6692-1465

豊崎本庄小学校「いきいき」 06-6371-0535 築港小学校「いきいき」 06-6573-0337 十三小学校「いきいき」 06-6301-4311 城北小学校「いきいき」 06-6922-2148 清水丘小学校「いきいき」 06-6673-4190

中津小学校「いきいき」 06-6375-0092 南市岡小学校「いきいき」 06-6583-8687 木川小学校「いきいき」 06-6308-4770 新森小路小学校「いきいき」 06-6953-1125 南住吉小学校「いきいき」 06-6693-5655

大淀小学校「いきいき」 06-6453-0904 港晴小学校「いきいき」 06-6574-9104 三国小学校「いきいき」 06-6391-6101 太子橋小学校「いきいき」 06-6951-9806 大領小学校「いきいき」 06-6694-5025

豊仁小学校「いきいき」 06-6351-9937 弁天小学校「いきいき」 06-6573-5849 北中島小学校「いきいき」 06-6391-2175 高殿南小学校「いきいき」 06-6953-8613 苅田小学校「いきいき」 06-6699-4985

豊崎小学校「いきいき」 06-6371-3918 池島小学校「いきいき」 06-6572-2150 西中島小学校「いきいき」 06-6301-8902 山之内小学校「いきいき」 06-6607-2881

塚本小学校「いきいき」 06-6390-3454 榎並小学校「いきいき」 06-6931-7620 苅田南小学校「いきいき」 06-6607-6130

桜宮小学校「いきいき」 06-6351-8904 三軒家西小学校「いきいき」 06-6551-3617 木川南小学校「いきいき」 06-6303-0017 関目小学校「いきいき」 06-6931-0931 苅田北小学校「いきいき」 06-6697-5619

中野小学校「いきいき」 06-6352-6878 泉尾東小学校「いきいき」 06-6551-9807 東三国小学校「いきいき」 06-6391-5935 鯰江小学校「いきいき」 06-6939-6195 大空小学校「いきいき」 06-6606-7191

高倉小学校「いきいき」 06-6924-1575 中泉尾小学校「いきいき」 06-6551-0490 西三国小学校「いきいき」 06-6397-2192 今福小学校「いきいき」 06-6933-5394

淀川小学校「いきいき」 06-6921-6873 北恩加島小学校「いきいき」 06-6551-2048 新東三国小学校「いきいき」 06-6399-0643 聖賢小学校「いきいき」 06-6932-2077 桑津小学校「いきいき」 06-6713-2922

都島小学校「いきいき」 06-6921-6001 南恩加島小学校「いきいき」 06-6552-0518 宮原小学校「いきいき」 06-6399-5168 鴫野小学校「いきいき」 06-6961-6120 北田辺小学校「いきいき」 06-6713-9688

内代小学校「いきいき」 06-6954-8460 鶴町小学校「いきいき」 06-6551-3675 中浜小学校「いきいき」 06-6961-6498 田辺小学校「いきいき」 06-6622-8250

東都島小学校「いきいき」 06-6921-5413 泉尾北小学校「いきいき」 06-6551-3498 東淡路小学校「いきいき」 06-6322-4915 城東小学校「いきいき」 06-6962-0280 東田辺小学校「いきいき」 06-6607-3598

大東小学校「いきいき」 06-6925-3370 平尾小学校「いきいき」 06-6555-7373
西淡路小学校「いきいき」
（小中一貫　須賀の森学園)

06-6322-7970 諏訪小学校「いきいき」 06-6967-6683 南田辺小学校「いきいき」 06-6699-2511

分校友渕小学校「いきいき」 06-6921-2016 三軒家東小学校「いきいき」 06-6551-6820 菅原小学校「いきいき」 06-6328-6767 成育小学校「いきいき」 06-6932-0093 南百済小学校「いきいき」 06-6701-0963

本校友渕小学校「いきいき」 06-6921-6255 小林小学校「いきいき」 06-6553-2388 新庄小学校「いきいき」 06-6328-0309 すみれ小学校「いきいき」 06-6934-6061 育和小学校「いきいき」 06-6713-5513

大隅東小学校「いきいき」 06-6320-6561 東中浜小学校「いきいき」 06-6962-4509 鷹合小学校「いきいき」 06-6692-5584

福島小学校「いきいき」 06-6441-4029 真田山小学校「いきいき」 06-6761-6022 豊里小学校「いきいき」 06-6328-9831 放出小学校「いきいき」 06-6967-2597 今川小学校「いきいき」 06-6702-5672

玉川小学校「いきいき」 06-6441-6127 味原小学校「いきいき」 06-6768-7945
啓発小学校「いきいき」
（小中一貫校　むくのき学園）

06-6323-7630 関目東小学校「いきいき」 06-6934-5769
矢田小学校「いきいき」
（やたなか小中一貫校）

06-6699-2236

野田小学校「いきいき」 06-6461-6870 桃陽小学校「いきいき」 06-6772-2484 小松小学校「いきいき」 06-6328-1946 森之宮小学校「いきいき」 06-6967-2170 矢田東小学校「いきいき」 06-6702-0586

吉野小学校「いきいき」 06-6462-5006 五条小学校「いきいき」 06-6772-6422 下新庄小学校「いきいき」 06-6328-3605 鯰江東小学校「いきいき」 06-6933-0532 矢田西小学校「いきいき」 06-6699-0299

大開小学校「いきいき」 06-6462-7822 聖和小学校「いきいき」 06-6779-4965 井高野小学校「いきいき」 06-6340-0298 矢田北小学校「いきいき」 06-6705-6299

鷺洲小学校「いきいき」 06-6453-6749 大江小学校「いきいき」 06-6776-0429 大桐小学校「いきいき」 06-6328-0943 榎本小学校「いきいき」 06-6961-2457 湯里小学校「いきいき」 06-6797-5044

海老江東小学校「いきいき」 06-6452-2746 生魂小学校「いきいき」 06-6771-0491 豊新小学校「いきいき」 06-6327-6249 茨田南小学校「いきいき」 06-6911-2195

海老江西小学校「いきいき」 06-6451-8925 天王寺小学校「いきいき」 06-6771-9181 東井高野小学校「いきいき」 06-6340-7809 茨田北小学校「いきいき」 06-6912-5507 喜連小学校「いきいき」 06-6709-6498

上福島小学校「いきいき」 06-6451-9412 大隅西小学校「いきいき」 06-6328-5150 鶴見小学校「いきいき」 06-6911-5451 平野西小学校「いきいき」 06-6702-5676

栄小学校「いきいき」 06-6568-3788 豊里南小学校「いきいき」 06-6329-9381 今津小学校「いきいき」 06-6962-4166 平野小学校「いきいき」 06-6791-6634

西九条小学校「いきいき」 06-6468-2731 難波元町小学校「いきいき」 06-6633-6086 大道南小学校「いきいき」 06-6321-0799 茨田東小学校「いきいき」 06-6912-5984 長吉小学校「いきいき」 06-6709-5452

四貫島小学校「いきいき」 06-6468-5088 大国小学校「いきいき」 06-6631-7135 茨田西小学校「いきいき」 06-6911-4937 瓜破小学校「いきいき」 06-6709-1030

島屋小学校「いきいき」 06-6468-4028
浪速小学校「いきいき」
（日本橋小中一貫校）

06-6632-0780 東小橋小学校「いきいき」 06-6971-9463 横堤小学校「いきいき」 06-6912-3862 加美小学校「いきいき」 06-6791-9593

伝法小学校「いきいき」 06-6461-1981 敷津小学校「いきいき」 06-6641-6052 大成小学校「いきいき」 06-6972-7017 みどり小学校「いきいき」 06-6912-6511 加美南部小学校「いきいき」 06-6791-9437

梅香小学校「いきいき」 06-6461-5328 塩草立葉小学校「いきいき」 06-6561-5021 中道小学校「いきいき」 06-6972-5492 鶴見南小学校「いきいき」 06-6912-8048 平野南小学校「いきいき」 06-6709-2530

高見小学校「いきいき」 06-6468-9348 北中道小学校「いきいき」 06-6971-0462 茨田小学校「いきいき」 06-6915-9733 長吉東小学校「いきいき」 06-6706-8186

酉島小学校「いきいき」 06-6468-6173 柏里小学校「いきいき」 06-6474-5228 中本小学校「いきいき」 06-6981-5365 焼野小学校「いきいき」 06-6912-7122 喜連西小学校「いきいき」 06-6702-6149

春日出小学校「いきいき」 06-6461-2278 野里小学校「いきいき」 06-6473-4891 東中本小学校「いきいき」 06-6971-9359 長吉南小学校「いきいき」 06-6709-3074

姫里小学校「いきいき」 06-6474-5603 今里小学校「いきいき」 06-6981-0396 高松小学校「いきいき」 06-6713-3351 瓜破北小学校「いきいき」 06-6709-6593

玉造小学校「いきいき」 06-6941-9836 姫島小学校「いきいき」 06-6473-5076 片江小学校「いきいき」 06-6971-1896 常盤小学校「いきいき」 06-6623-4481 長原小学校「いきいき」 06-6708-8561

南大江小学校「いきいき」 06-6942-9341 福小学校「いきいき」 06-6473-1497 神路小学校「いきいき」 06-6981-1415 金塚小学校「いきいき」 06-6649-0575 喜連東小学校「いきいき」 06-6708-4841

中大江小学校「いきいき」 06-6944-4709 大和田小学校「いきいき」 06-6472-0182 深江小学校「いきいき」 06-6971-3750 丸山小学校「いきいき」 06-6661-2850 瓜破東小学校「いきいき」 06-6708-8406

高津小学校「いきいき」 06-6647-6873 川北小学校「いきいき」 06-6473-0275 宝栄小学校「いきいき」 06-6971-9604 晴明丘小学校「いきいき」 06-6661-9236 加美北小学校「いきいき」 06-6793-7182

南小学校「いきいき」 06-6252-6800 佃小学校「いきいき」 06-6474-4499 阿倍野小学校「いきいき」 06-6622-3254 長吉出戸小学校「いきいき」 06-6707-8527

開平小学校「いきいき」 06-6203-4639 香簑小学校「いきいき」 06-6474-9355 北鶴橋小学校「いきいき」 06-6741-1317 阪南小学校「いきいき」 06-6621-5430 瓜破西小学校「いきいき」 06-6704-0540

中央小学校「いきいき」 06-6761-0483 歌島小学校「いきいき」 06-6473-3838 御幸森小学校「いきいき」 06-6715-3181 長池小学校「いきいき」 06-6622-4960 喜連北小学校「いきいき」 06-6790-3512

出来島小学校「いきいき」 06-6474-0048 鶴橋小学校「いきいき」 06-6731-8178 苗代小学校「いきいき」 06-6622-9760 加美東小学校「いきいき」 06-6793-7924

西船場小学校「いきいき」 06-6441-9308 佃西小学校「いきいき」 06-6472-8016 東桃谷小学校「いきいき」 06-6712-0412 晴明丘南小学校「いきいき」 06-6661-0976 川辺小学校「いきいき」 06-6790-3367

日吉小学校「いきいき」 06-6536-1956 御幣島小学校「いきいき」 06-6475-7501 勝山小学校「いきいき」 06-6716-2766 新平野西小学校「いきいき」 06-6702-8668

九条南小学校「いきいき」 06-6582-8647 林寺小学校「いきいき」 06-6716-3418 粉浜小学校「いきいき」 06-6672-3065

九条東小学校「いきいき」 06-6582-3122 生野小学校「いきいき」 06-6718-2040 安立小学校「いきいき」 06-6672-9510
新今宮小学校「いきいき」
（いまみや小中一貫校）

06-6641-1435

九条北小学校「いきいき」 06-6581-2997 中川小学校「いきいき」 06-6753-6196 敷津浦小学校「いきいき」 06-6681-5675 天下茶屋小学校「いきいき」 06-6661-7053

本田小学校「いきいき」 06-6581-3299 東中川小学校「いきいき」 06-6752-8790 加賀屋小学校「いきいき」 06-6683-5145 岸里小学校「いきいき」 06-6659-8356

堀江小学校「いきいき」 06-6531-0758 小路小学校「いきいき」 06-6752-0269 住吉川小学校「いきいき」 06-6681-4329 玉出小学校「いきいき」 06-6654-0944

明治小学校「いきいき」 06-6536-3557 東小路小学校「いきいき」 06-6751-4460 北粉浜小学校「いきいき」 06-6678-1983 千本小学校「いきいき」 06-6651-6475

★いきいき運営・管理団体一覧★ 田島小学校「いきいき」 06-6758-2130 住之江小学校「いきいき」 06-6681-2811 橘小学校「いきいき」 06-6651-2592

連絡先 舎利寺小学校「いきいき」 06-6712-8012 平林小学校「いきいき」 06-6685-8103 梅南津守小学校「いきいき」 06-6651-5391

生野南小学校「いきいき」 06-6713-8685 加賀屋東小学校「いきいき」 06-6681-5135 松之宮小学校「いきいき」 06-6568-6427

巽小学校「いきいき」 06-6758-1785 新北島小学校「いきいき」 06-6683-9181 長橋小学校「いきいき」 06-6561-4705

北巽小学校「いきいき」 06-6753-2458 南港光小学校「いきいき」 06-6613-2171 北津守小学校「いきいき」 06-6568-0735

西生野小学校「いきいき」 06-6717-5394 南港桜小学校「いきいき」 06-6613-0164 南津守小学校「いきいき」 06-6659-3960

巽南小学校「いきいき」 06-6757-5361
南港みなみ小学校「いきいき」
（咲州みなみ小中一貫校）

06-6612-0575

巽東小学校「いきいき」 06-6758-6583 清江小学校「いきいき」 06-6686-7822

住吉区（14カ所）

　児童いきいき放課後事業（令和2年5月時点）

北区（11カ所） 港区（11カ所） 淀川区（17カ所） 旭区（10カ所）

平野区（22カ所）

浪速区（6カ所）

此花区（8カ所）

城東区（16カ所）

都島区（10カ所） 大正区（10カ所）

東住吉区（14カ所）

東淀川区（16カ所）

阿倍野区（10カ所）

中央区（7カ所）

生野区（19カ所）

西区（8カ所）

福島区（9カ所） 天王寺区（8カ所）

鶴見区（12カ所）

西淀川区（13カ所）

東成区（11カ所）

(社福)東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社
会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体

西成区（11カ所）

実施場所 運営・管理団体

都島区、福島区、西淀川区、淀川区の小学校 株式会社 セリオ 06-6442-0633

上記以外の小学校 一般財団法人 大阪教育文化振興財団 06-6253-6217

住之江区（14カ所）

鶴見小学校、茨田東小学校、茨田西小学校、横堤小学校、
みどり小学校、鶴見南小学校、焼野小学校（鶴見区）

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

06-6965-2123

新庄小学校（東淀川区）
(社福)東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動

協議会児童いきいき放課後事業共同体

井高野小学校（東淀川区）
(社福)東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域

活動協議会児童いきいき放課後事業共同体

榎本小学校、茨田南小学校、茨田北小学校、
今津小学校、茨田小学校（鶴見区）

NPO法人 榎本地域活動協議会

06-6915-6333

06-6370-1630

西淡路小学校（東淀川区）


