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ホームページアドレス

岐阜

27-1

岐阜市立中央図書館
（ぎふメディアコスモス）

岐阜

27-8

北方町新庁舎

〒501-0492 本巣郡北方町北方字長谷川
1857番16

058-323-1111

058-323-2963

http://www.town.kitagata.gifu.jp/third/town_admini_info/new_building_constru
ction.html

岐阜

27-6

北方町立図書館

〒501-0431 本巣郡北方町北方1816-4

058-323-3155

058-323-5747

http://www.town.kitagata.gifu.jp/third/building_etc/Library.html

岐阜

27-4

穂積市図書館 分館
（穂積市西部複合センター２階）

〒501-0305 瑞穂市宮田304-2 瑞穂市西部
複合センター 2階

058-328-7070

－

岐阜

28-1

本巣市子どもセンター

〒501-0413 本巣市見延698

058-324-2017

058-323-4055

岐阜

28-2

本巣・根尾子育て支援センター

0581-34-5011

－

http://www.city.motosu.lg.jp/life/event/kosodate/support_center/

岐阜

28-3

地域子育て支援拠点リフレッシュサロン
（岐南さくら保育園内）

058-271-4424

－

http://www.ginansakurahoikuen.com/sakuraindex.html

岐阜

28-4

地域子育て支援拠点にこにこサロン
（岐南町総合健康福祉センター内）

058-240-2100

－

http://www.town.ginan.lg.jp/docs/2015020500544/

0584-73-2530

0584-73-3611

https://wakatake.ogaki-wakeikai.com/

〒500-8076 岐阜市司町40番地5

058-265-4101

058-265-4121

http://g-mediacosmos.jp/lib/

〒501-1205 本巣市曽井中島1429番地2
〒501- 6019 岐南町みやまち4-96
〒501-6004 岐南町野中8-75

西濃

28-5

〒503-0018 大垣市西之川町1丁目110番
わかたけ保育園ニュー・ジェネレーションセンター 地

西濃

28-6

ハートピア安八児童館

〒503-0198 安八郡安八町氷取30番地

http://www.library-mizuho-gifu.jp/
http://www.city.motosu.lg.jp/life/event/kosodate/child_center/

0584-63-1515

0584-63-1516

http://www.town.anpachi.gifu.jp/category/heartpia/

0584-69-4500

0584-69-4592

http://www.tanpopo.ne.jp/~wakyo/04tosyokann/04.html

西濃

28-7

輪之内町立図書館

〒503-0212 安八郡輪之内町中郷新田
1495

揖斐

27-12

揖斐川町子育て支援センター

〒501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133

0585-23-1136

0585-23-1967

http://www.town.ibigawa.lg.jp/soshiki/2-6-0-0-0_4.html

揖斐

27-10

子育て支援センターすくすく
（東保育園）

〒501-0522 揖斐郡大野町相羽763-8

0585-34-1111

0585-34-2110

http://higashiho.sakura.ne.jp/newpage7.html

揖斐

27-18

子育て支援センターももたろうクラブ
〒501-0515 揖斐郡大野町桜大門５３８
（豊木保育園）

0585-32-0029

0585-32-2901

http://www.toyoki.jp/

揖斐

27-2

養基児童館

〒503-2403 揖斐郡池田町田中555

0585-45-7420

0585-45-7420

http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/

揖斐

27-19

池田町図書館

〒503-2425 揖斐郡池田町六之井1541-1

0585-45-6222

0585-45-9922

http://www.town.ikeda.gifu.jp/library/

揖斐

28-8

子育て支援センター「レインボークラブ」

〒501-0515 揖斐郡大野町桜大門30

0585-35-9680

0585-35-9681

https://www.town-ono.jp/0000000651.html

揖斐

28-9

温知児童館

〒503-2417 揖斐郡池田町本郷１２６７

0585-45-6921

－

http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/

中濃

27-15

関市わかくさ児童センター

〒501-3802 関市若草通2-1 わかくさ・プラ
ザ 総合福祉会館1階

0575-23-7774

－

http://www.city.seki.lg.jp/0000000742.html

中濃

27-16

関市むげがわ児童館

〒501-2601 関市武芸川町谷口1032-1

0575-45-3002

－

http://www.city.seki.lg.jp/0000000742.html

中濃

27-13

かえで保育園地域子育支援棟

〒501-6314 美濃市大矢田989

0575-33-0504

0575-33-0504

http://www.kaedehoikuen.com/

中濃

27-9

子育て支援センター「ひよこくらぶ」
（牧谷保育園）

〒501-3787 美濃市上野2-2

0575-37-2002

0575-37-2002

http://makidanihoikuen.com/index.html

中濃

28-10

美濃保育園子育て支援センター

〒501-3721 美濃市吉川町1765番地の1

0575-33-0239

0575-33-2157

http://minohoikuen.com/

可茂

27-5

美濃加茂市中央図書館

〒505-0041 美濃加茂市太田町1921-1

0574-25-7316

0574-27-2647

http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

可茂

27-20

兼山児童館

〒505-0130 可児市兼山674-1

0574-59-2113

－

http://www.city.kani.lg.jp/2740.htm

可茂

27-11

絆るーむ

〒509-0203 可児市下恵土5076番地 可児
市子育て健康プラザmano東棟３階

0574-62-1111

－

http://www.city.kani.lg.jp/2723.htm

可茂

27-21

川辺町児童館

〒509-0315 加茂郡川辺町比久見1032-5

0574-53-4451

0574-53-4735

http://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=993

可茂

27-3

御崇町子育て支援センター「ぽっぽかん」 〒505-0122 可児郡御嵩町顔戸１１７６－２

0574-67-5221

0574-67-5221

http://www.town.mitake.gifu.jp/hoikusyo/sien/

可茂

28-11

中山道みたけ館

〒505-0116 可児郡御嵩町御嵩1389番地1

0574-67-7500

0574-68-0005

http://www.town.mitake.gifu.jp/hp_ka/11gakusyu/mitakekan/

可茂

28-12

神土高齢者交流サロン

〒509-1392 加茂郡東白川村神土587-5

0574-78-2011

－

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/kurashi/fukushi/kourei/salon/

東濃

27-7

笠原親子ひろば

〒507-0901 多治見市笠原町2837-2

0572-44-2285

－

http://t-kasahara.roukyou.gr.jp/oyako/

恵那

27-14

つどいの広場「こぎつねの森」

〒509-7403 恵那市岩村町556

0573-32-1121

－

http://kogitune.enat.jp/kogitsunenomori.html

恵那

27-17

中津川市苗木公民館

〒508-0101 中津川市苗木7516番地の1

0573-66-1301

0573-62-0007

下呂

28-13

萩原北児童館

〒509-2507 下呂市 萩原町野上768番地

0576-54-1176

－

http://www.city.gero.lg.jp/node_117/node_568/node_755/node_917/node_285
76

飛騨

28-14

高山市つどいの広場 チャイルドランド

〒506-0031 高山市西之一色町3丁目1135

0577-57-8577

－

http://hidawarabe.org/action/tudoi/

飛騨

28-15

古川子育て支援センター

〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-60

0577-73-6901

－

http://www.city.hida.gifu.jp/b_shimin/w_kurashi/w_kosodate/kosodateshien20
10_HP/web/support/index.html

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/branch/naegi/

