
資　料　３

かわせみ学童保育所 大今里4-5-15 06-6974-9703

かわむつ学童保育所 中本4-2-7 06-6972-0149

たまつ学童保育所 玉津1-9-14 06-6973-3585

深江幼稚園学童クラブ 深江南3-7-24 06-6971-9166

- - - 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

学童保育ハヌル 桃谷5-10-29 06-6731-6112

たけのこ学童保育所 大宮4-8-9 06-6955-1663

都島児童館　友渕生活クラブ 善源寺町2-8-17 06-6925-4857 高殿学童クラブ 高殿2-3-9 06-6921-1212

新森清水学童クラブ 新森7-16-6-408 06-6953-8952

太子橋わくわく学童保育 太子橋2-5-3 06-6953-5678

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

いまふく学童保育所 今福南4-7-5 06-6933-0171

海老江学童保育所 海老江4-3-16 06-6458-6225 関目東学童保育所 関目1-19-14 06-6933-9011

吉野学童クラブ 吉野3-16-28 06-6460-9211

無憂園学童保育 伝法2-10-26 06-6462-7711 さくらキッズクラブ 鴫野西1-13-3 06-6965-1055

あすなろ学童クラブ 春日出北1-6-20 06-6466-1122

四貫島友隣館子どもの家 春日出中1-15-13 06-6461-3713

すみれ児童館 古市1-21-41 06-6939-6445

榎本めだか学童保育所 放出東1-26-12 06-6961-7202

今津風っ子学童保育所 今津中3-10-37 06-6963-0600

茨田なかよし学童保育所 諸口1-6-4-2F 06-6912-6087

鶴見わらべ学童保育所 鶴見4-17-21 06-6913-3725

日吉学童コスモクラブ 南堀江4-23-27 06-6532-3033

ペリカン学童保育所 王子町3-4-1 080-3865-9949

かもめクラブ 磯路1-6-3 06-6573-6068 ときわ学童三明クラブ 三明町1-13-19 06-6629-0561

あおぞら学童クラブ 夕凪2-7-18 090-5891-0234 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

- - - 第3メダカ学童保育所 中加賀屋3-11-22 090-5641-3124

第一めだか学童保育所 粉浜2-11-15 06-6673-3007

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

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2-23-7 06-6693-0579

佃西第一学童保育クラブ 佃2-13-43 06-6473-2846

佃西第二学童保育クラブ 佃1-10-16 090-5460-5626

柏里学童保育所 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 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 墨江4-14-24 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2-3-9 06-6394-6275 長居子どもの家 長居東4-11-16 06-6691-3669

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

大隅なかよし学童保育所 大桐5-2-13 06-6329-8425 今川学園子どもの家 今川3-5-8 06-6713-0277

豊里学童どんぐり 豊里5-18-23 06-6326-4023 マリア子どもの家 南田辺4-5-2 06-6699-7221

ひまわり学童クラブ 東淡路4-7-11 06-6324-0831

下新庄学童クラブ 下新庄5-21-30 06-6327-7707 喜連学童クラブありんこ 喜連5-10-30-109 06-6705-8267

豊新学童保育所 麦の子クラブ 豊新4-20-23 06-6323-4406 末次保育園子どもの家 加美北5-4-15 06-6792-6455

わらしこ学童くらぶ 小松4-14-12 06-6321-2149 大念仏子どもの家 平野上町1-7-3 06-6791-5410

ありんこ学童クラブ 井高野1-34-22 文化1階 06-6349-5073

青空学童保育所 千本南2-2-3 1F 06-6658-1056

風の子児童館子どもの家 小松1-15-27 06-6320-0030

つくしクラブ 東淡路2-7-5 06-6321-3955 こどもの里 萩之茶屋2-3-24 06-6645-7778

豊新つくしクラブ 豊新3-25-5 06-6325-2405 山王こどもセンター 山王2-5-4 06-6633-8415

岸里学童保育所
岸里3-3-17
ダイコーマンション202号

06-6658-7264

風の子学童クラブ
苅田5-6-28
辻川ハイツ

06-6699-0120

ひよこ学童保育所
東田辺3-14-1
田辺モータース3F

06-6697-4266

南港こまどり学童保育所
南港中2-2-43
1F集会所

080-2045-6205

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

北加賀屋1-4-26
ﾆｭｰ北加賀屋ﾏﾝｼｮﾝ118

06-6685-8443

アフタースクールKIDSなみよけ 波除4-4-18 06-6583-5230

おおかみ学童クラブ
神崎町2-18
松田ビル2F

06-6761-7022

北加賀屋学童保育所てんとう虫クラブ

06-6441-8931

06-6621-6658

06-6934-7132

06-6928-9486

此花区（3カ所）

東住吉区（5カ所）

平野区（3カ所）

西成区（4カ所）

西淀川区（6カ所）

東淀川区（11カ所）

鶴見区（4カ所）

阿倍野区（7カ所）

住之江区（6カ所）

住吉区（11カ所）

天王寺区（3カ所）

浪速区（1カ所）

真田山子どもクラブ

新大阪よつば学童
西宮原1-6-36
新大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ206

06-6399-6540

すわ学童クラブ　らっこ
諏訪2-2-18
シャインエイラク1F

ときわ学童クラブ
松崎町4-9-6
エレガンスピアノル1F

天王寺桃陽五条なかよし学童保育所
真法院町17-24
真法院ビル5F A号

06-6771-1200

東淀川団地学童保育の会
東三国2-9
アーベイン東三国第2集会所内

090-6675-6030

プッセ
大隈1-5-19
北大阪朝鮮初中級学校内

06-6328-6794

たけのこ学童クラブ
新町2-17-10
ニュー新町ビル3F

本田2-5-14
濱崎ビル1F

06-6582-4309

大正区（該当なし）

玉造本町13-5
圓光寺ビル1F

06-6763-0590

すぎのこ学童クラブ

天王寺なかよし学童保育所 勝山2-13-26 06-6772-0198

たんぽぽ学童保育所
歌島3-8-1
プラザ歌島A号棟108号

06-6475-5777

06-6543-2045

学童保育所ありんこ
弁天2-14-5
藤田ビル102号

06-6575-0335

東成区（4カ所）

港区（4カ所）

淀川区（4カ所）

福島区（3カ所）
城東区（7カ所）

中央区（1カ所）

毛馬大東学童保育グローブ
毛馬町4-5-20
淀川クラブ

06-6925-4250

友渕町2-7-17
プライムハイム103

06-6925-6150

鯰江学童保育所
中央1-12-17
第1坂本ビル36号

放課後児童クラブ（平成27年12月時点）

西区（3カ所）

都島児童館　高倉生活クラブ

ひばり学童キッズルーム
玉川2-6-15
フローレス玉川1F

都島区（6カ所）

生野区（4カ所）北区（該当なし）

旭区（5カ所）

都島学童クラブ
御幸町1-9-12
バル御幸2F B


