
留守家庭子ども会（区別・50音順）住所・連絡先一覧

施設名 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 地図

青葉小留守家庭子ども会 福岡市東区青葉三丁目9番1号 092-691-9771

香椎小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎駅前三丁目2番1号 092-671-4965

香椎下原小留守家庭子ども会 福岡市東区下原一丁目4番1号 092-672-9513

香椎浜小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎浜二丁目2番2号 092-671-9413

香椎東小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎台一丁目9番1号 092-671-5730

香住丘小留守家庭子ども会 福岡市東区香住ヶ丘三丁目10番1号 092-682-5233

香陵小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎浜四丁目3番2号 092-682-1785

西戸崎小留守家庭子ども会 福岡市東区西戸崎六丁目3番1号 092-603-0059

城浜小留守家庭子ども会 福岡市東区城浜団地３１番１号 092-671-5581

多々良小留守家庭子ども会 福岡市東区多々良一丁目56番1号 092-691-9873

千早小留守家庭子ども会 福岡市東区千早三丁目13番1号 092-662-4626

千早西小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎浜一丁目4番1号 092-682-4114

照葉小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎照葉二丁目２番１号 092-671-8373

照葉北小留守家庭子ども会 福岡市東区香椎照葉七丁目５番１号 092-665-5970

名島小留守家庭子ども会 福岡市東区名島五丁目5番1号 092-662-7844

奈多小留守家庭子ども会 福岡市東区奈多団地40番1号 092-607-7351

箱崎小留守家庭子ども会 福岡市東区箱崎二丁目2番45号 092-641-7193

筥松小留守家庭子ども会 福岡市東区郷口町16番1号 092-611-6386

八田小留守家庭子ども会 福岡市東区八田二丁目15番1号 092-662-0418

東箱崎小留守家庭子ども会 福岡市東区箱崎五丁目11番20号 092-632-3030

馬出小留守家庭子ども会 福岡市東区馬出一丁目12番27号 092-641-7137

舞松原小留守家庭子ども会 福岡市東区舞松原五丁目19番1号 092-662-8800

松島小留守家庭子ども会 福岡市東区松島一丁目39番1号 092-629-6959

三苫小留守家庭子ども会 福岡市東区三苫七丁目2番1号 092-606-2920

美和台小留守家庭子ども会 福岡市東区美和台二丁目25番1号 092-607-3570

若宮小留守家庭子ども会 福岡市東区若宮三丁目12番1号 092-662-7861

和白小留守家庭子ども会 福岡市東区塩浜一丁目６番１号 092-608-3701

和白東小留守家庭子ども会 福岡市東区高美台二丁目8番1号 092-607-8582
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板付小留守家庭子ども会 福岡市博多区麦野二丁目3番1号 092-591-8980

板付北小留守家庭子ども会 福岡市博多区板付二丁目2番20号 092-575-0531

堅粕小留守家庭子ども会 福岡市博多区博多駅東一丁目8番1号 092-473-6734

三筑小留守家庭子ども会 福岡市博多区三筑二丁目９番１号 092-585-0111

住吉小留守家庭子ども会 福岡市博多区美野島三丁目22番7号 092-431-2777

千代小留守家庭子ども会 福岡市博多区東公園8番1号 092-631-6070

月隈小留守家庭子ども会 福岡市博多区月隈三丁目３０番１号 092-503-7100

東光小留守家庭子ども会 福岡市博多区東比恵二丁目21番1号 092-475-3826

那珂小留守家庭子ども会 福岡市博多区那珂三丁目10番1号 092-411-8911

那珂南小留守家庭子ども会 福岡市博多区元町三丁目1番1号 092-581-0626

博多小留守家庭子ども会 福岡市博多区奈良屋町１番38号 092-263-3155

春住小留守家庭子ども会 福岡市博多区博多駅南五丁目3番1号 092-474-6917

東住吉小留守家庭子ども会 福岡市博多区博多駅南二丁目6番1号 092-461-2755

東月隈小留守家庭子ども会 福岡市博多区東月隈四丁目17番1号 092-503-6880

東吉塚小留守家庭子ども会 福岡市博多区吉塚六丁目8番11号 092-622-6741

席田小留守家庭子ども会 福岡市博多区空港前四丁目１７番１号 092-612-0324

弥生小留守家庭子ども会 福岡市博多区那珂四丁目9番1号 092-473-5815

吉塚小留守家庭子ども会 福岡市博多区吉塚二丁目21番54号 092-611-4509
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赤坂小留守家庭子ども会 福岡市中央区赤坂二丁目5番２０号 092-732-3829

小笹小留守家庭子ども会 福岡市中央区平和五丁目13番1号 092-531-6351

草ヶ江小留守家庭子ども会 福岡市中央区草香江二丁目3番5号 092-771-8668

警固小留守家庭子ども会 福岡市中央区警固一丁目11番1号 092-715-2076

笹丘小留守家庭子ども会 福岡市中央区笹丘二丁目25番1号 092-725-6026

高宮小留守家庭子ども会 福岡市中央区白金二丁目15番40号 092-522-2478

当仁小留守家庭子ども会 福岡市中央区唐人町三丁目1番45号 092-725-7600

春吉小留守家庭子ども会 福岡市中央区春吉一丁目17番38号 092-751-6586

平尾小留守家庭子ども会 福岡市中央区平尾三丁目29番1号 092-523-8566

福浜小留守家庭子ども会 福岡市中央区福浜一丁目2番1号 092-711-1117

舞鶴小留守家庭子ども会 福岡市中央区舞鶴二丁目6番1号 092-732-4266

南当仁小留守家庭子ども会 福岡市中央区鳥飼二丁目4番61号 092-741-8822
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大池小留守家庭子ども会 福岡市南区多賀二丁目8番1号 092-553-2363

大楠小留守家庭子ども会 福岡市南区大楠三丁目10番1号 092-524-4004

日佐小留守家庭子ども会 福岡市南区横手三丁目42番1号 092-574-6579

柏原小留守家庭子ども会 福岡市南区柏原五丁目21番1号 092-565-9572

塩原小留守家庭子ども会 福岡市南区塩原一丁目27番1号 092-512-9660

高木小留守家庭子ども会 福岡市南区高木三丁目11番1号 092-502-1236

玉川小留守家庭子ども会 福岡市南区向野一丁目5番1号 092-511-6427

筑紫丘小留守家庭子ども会 福岡市南区南大橋一丁目13番1号 092-561-7701

鶴田小留守家庭子ども会 福岡市南区鶴田三丁目7番1号 092-565-5595

長丘小留守家庭子ども会 福岡市南区長丘二丁目22番42号 092-512-6668

長住小留守家庭子ども会 福岡市南区長住四丁目5番39号 092-511-7927

西高宮小留守家庭子ども会 福岡市南区平和一丁目6番55号 092-526-0955

西長住小留守家庭子ども会 福岡市南区西長住一丁目9番20号 092-562-9256

西花畑小留守家庭子ども会 福岡市南区桧原二丁目20番1号 092-565-6998

野多目小留守家庭子ども会 福岡市南区野多目二丁目6番1号 092-565-4597

花畑小留守家庭子ども会 福岡市南区花畑三丁目34番1号 092-566-9902

東花畑小留守家庭子ども会 福岡市南区屋形原二丁目23番1号 092-565-0966

東若久小留守家庭子ども会 福岡市南区若久三丁目３７番１号 092-542-7258

三宅小留守家庭子ども会 福岡市南区三宅二丁目23番1号 092-552-2919

宮竹小留守家庭子ども会 福岡市南区井尻一丁目1番1号 092-582-6945

弥永小留守家庭子ども会 福岡市南区弥永四丁目2番1号 092-585-8505

弥永西小留守家庭子ども会 福岡市南区弥永二丁目10番1号 092-573-7761

横手小留守家庭子ども会 福岡市南区横手四丁目22番1号 092-502-2096

老司小留守家庭子ども会 福岡市南区老司三丁目2番1号 092-566-5512

若久小留守家庭子ども会 福岡市南区若久一丁目12番1号 092-512-0586

南
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留守家庭子ども会（区別・50音順）住所・連絡先一覧

施設名 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 地図

片江小留守家庭子ども会 福岡市城南区片江四丁目5番1号 092-862-8839

金山小留守家庭子ども会 福岡市城南区松山一丁目20番56号 092-866-1794

城南小留守家庭子ども会 福岡市城南区茶山六丁目20番1号 092-841-1483

田島小留守家庭子ども会 福岡市城南区田島三丁目20番1号 092-841-3029

堤小留守家庭子ども会 福岡市城南区樋井川六丁目27番56号 092-865-4788

堤丘小留守家庭子ども会 福岡市城南区堤一丁目16番1号 092-801-5865

鳥飼小留守家庭子ども会 福岡市城南区鳥飼四丁目13番2号 092-846-0722

長尾小留守家庭子ども会 福岡市城南区長尾五丁目1番1号 092-871-3123

七隈小留守家庭子ども会 福岡市城南区七隈四丁目25番8号 092-801-4595

別府小留守家庭子ども会 福岡市城南区別府六丁目9番1号 092-844-3312

南片江小留守家庭子ども会 福岡市城南区南片江二丁目9番1号 092-865-8713

城
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留守家庭子ども会（区別・50音順）住所・連絡先一覧

施設名 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 地図

有住小留守家庭子ども会 福岡市早良区有田七丁目17番1号 092-841-6122

有田小留守家庭子ども会 福岡市早良区有田八丁目17番1号 092-864-7111

飯倉小留守家庭子ども会 福岡市早良区飯倉七丁目30番9号 092-863-0870

飯倉中央小留守家庭子ども会 福岡市早良区飯倉三丁目6番35号 092-205-1001

飯原小留守家庭子ども会 福岡市早良区原七丁目3番1号 092-865-1391

入部小留守家庭子ども会 福岡市早良区東入部二丁目21番15号 092-803-0168

内野小留守家庭子ども会 福岡市早良区内野八丁目１５番１号 092-804-1469

大原小留守家庭子ども会 福岡市早良区原三丁目8番10号 092-823-1021

賀茂小留守家庭子ども会 福岡市早良区賀茂一丁目31番1号 092-871-8181

小田部小留守家庭子ども会 福岡市早良区小田部六丁目4番1号 092-852-4405

早良小留守家庭子ども会 福岡市早良区早良一丁目８番１号 092-804-8074

四箇田小留守家庭子ども会 福岡市早良区四箇田団地56番1号 092-811-3834

高取小留守家庭子ども会 福岡市早良区昭代二丁目15番51号 092-822-8414

田隈小留守家庭子ども会 福岡市早良区田隈二丁目7番1号 092-863-1880

田村小留守家庭子ども会 福岡市早良区田村三丁目３２番１号 092-801-9484

西新小留守家庭子ども会 福岡市早良区西新六丁目4番1号 092-821-6570

野芥小留守家庭子ども会 福岡市早良区野芥七丁目16番1号 092-864-2684

原小留守家庭子ども会 福岡市早良区原二丁目5番1号 092-831-4346

原北小留守家庭子ども会 福岡市早良区南庄四丁目5番40号 092-822-2434

原西小留守家庭子ども会 福岡市早良区原五丁目16番10号 092-823-0353

室見小留守家庭子ども会 福岡市早良区室見三丁目3番1号 092-851-6860

百道小留守家庭子ども会 福岡市早良区百道三丁目1番1号 092-845-3401

百道浜小留守家庭子ども会 福岡市早良区百道浜四丁目24番1号 092-822-9567

脇山小留守家庭子ども会 福岡市早良区大字脇山2558番地 092-804-7265
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留守家庭子ども会（区別・50音順）住所・連絡先一覧

施設名 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 地図

愛宕小留守家庭子ども会 福岡市西区愛宕四丁目15番1号 092-892-6740

愛宕浜小留守家庭子ども会 福岡市西区愛宕浜四丁目42番1号 092-885-5551

壱岐小留守家庭子ども会 福岡市西区拾六町三丁目21番1号 092-891-5986

壱岐東小留守家庭子ども会 福岡市西区橋本一丁目14番1号 092-812-0181

壱岐南小留守家庭子ども会 福岡市西区戸切二丁目17番1号 092-811-0394

石丸小留守家庭子ども会 福岡市西区石丸三丁目9番25号 092-881-4143

今宿小留守家庭子ども会 福岡市西区今宿東一丁目27番1号 092-806-7272

今津小留守家庭子ども会 福岡市西区今津4808番地 092-806-8520

内浜小留守家庭子ども会 福岡市西区姪の浜五丁目8番8号 092-882-3381

金武小留守家庭子ども会 福岡市西区大字金武2028番地1 092-812-4027

北崎小留守家庭子ども会 福岡市西区大字小田1385番地 092-809-2052

玄洋小留守家庭子ども会 福岡市西区今宿三丁目38番1号 092-806-5919

西都小留守家庭子ども会 福岡市西区女原北12番45号 092-806-5760

下山門小留守家庭子ども会 福岡市西区下山門四丁目15番1号 092-884-1890

城原小留守家庭子ども会 福岡市西区上山門一丁目27番1号 092-881-6188

周船寺小留守家庭子ども会 福岡市西区周船寺一丁目22番39号 092-806-8010

西陵小留守家庭子ども会 福岡市西区生の松原三丁目9番2号 092-883-6273

福重小留守家庭子ども会 福岡市西区福重四丁目25番1号 092-882-5657

姪浜小留守家庭子ども会 福岡市西区姪の浜二丁目10番6号 092-881-7956

姪北小留守家庭子ども会 福岡市西区姪の浜二丁目20番23号 092-882-8000

元岡小留守家庭子ども会 福岡市西区太郎丸一丁目2番24号 092-807-5589
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