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市町村名 学習支援 食事提供
居場所づくり

相談支援
地域づくり

名称 活動場所 対象者 料金 連絡先 メール

1 岐阜市 ◎ ○ ○ ポポロ学習支援室
「仕事工房ポポロ」
岐阜市八代3－27－8

毎週
月水金

17:00～21:00
小・中学生
高校生も可

全て無料
NPO法人仕事工房ポポロ
058-337-0701

info-popolo@qc.commufa.jp

2 岐阜市 ◎ ○ ○
てらこや無償塾

てらこや子ども食堂
「円徳寺」
岐阜市神田町6－24

毎週土 9:30～12:30 小・中・高校生 全て無料
岐阜キッズな（絆）支援室

070-5330-1192
mwakaoka2@gmail.com

3 岐阜市 ◎ ○ ○ スマイル
「円徳寺」
岐阜市神田町6－24

毎週
火・木

18:00～21:00 小・中・高校生 全て無料
特定非営利活動法人スマイルBasket

090-3567-6564
mhkidsjinken@yahoo.co.jp

4 岐阜市 ◎ ○ 寺子屋
「円成寺」
岐阜市寺田852

毎週土 9:00～11:00 小・中学生 全て無料 NPO法人チュラサンガ culasamgha@royal.ocn.ne.jp

5 岐阜市 ◎ ○ ○
学習支援・よりそい支援

こもれび
岐阜医療事務協同組合内しいのみハウス

岐阜市北山1-11-7
毎週木 17:00～19:00 小・中・高校生 全て無料

よりそいハウスこもれび
090-1742-6116

katsuki.tozaki@gifu-min.gr.jp

6 岐阜市 ◎ ○ ○ わおん
わおん
岐阜市粟野東5-244

毎週
月水金

17:00～21:00 小・中・高校生 全て無料
NPO法人コミュニティサポートスクエア

058-237-1661
sugiura@cafe-waon.com

7 岐阜市 ◎ ○ ○ 茜部わおん学習支援室
「茜部公民館」
岐阜市茜部新所4-126-2

毎週木 18:30～20:30 小・中学生 全て無料
NPO法人コミュニティサポートスクエア

090-4792-0628
sugiura@cafe-waon.com

8 岐阜市 ◎ ○ 学習支援室いっぽ
学習支援室「いっぽ」
岐阜市学園町3-21

毎週木 18:00～21:00 小・中学生 全て無料
学習支援室いっぽ
090-7432-9158

gifu.gakushusien@gmail.com

9 岐阜市 ○ ◎ 青春サポーター「よつば」
「社会福祉法人岐阜老人ホーム」
岐阜市北一色7-20-1

毎週火
（祝日除く）

17:00～20:00 小・中学生 全て無料
岐阜市社会福祉協議会
058-255-5511

10 岐阜市 ◎ ○ 梅子の家子ども食堂 岐阜市長良3076-8 毎月第２・４土
春休み、夏休み

13:00～１6:30(居場所)
11:00～15:00

0～18才(0～3才
は保護者同伴)

子ども100円
居場所は無料

ながら「梅子の家」を運営する会

058-213-5723
umegonoie@gifu-min.gr.jp

11 岐阜市 ◎
おばちゃんちの

子ども食堂
岐阜市長良宮口町1-8-2

春休み・夏休
み

11:30～13:00 小、中学生 100円 090-6769-9809 as7m-hys@asahi-net.or.jp

12 岐阜市 ◎ ○ 地域･子ども食堂　みんなの食堂 岐阜市芥見大船1-12-2北 毎月第２・４金 16:00～19:00
幼児～大学生、
保護者､高齢者

子ども無料
大人300円

NPO法人清雲会エイシンシルバーアカデ

ミー070-1449-2003 nposeiunkai@cf6.so-net.ne.jp

13 岐阜市 ◎ ○ わいわいこども食堂
「社会的居場所いっぽいっぽ」
岐阜市学園町3-21

毎月第３土 11:30～13:30
小学生、その兄
弟姉妹、保護者

保護者300円
（お弁当は200円）

non.non.u@icloud.com

14 岐阜市 ◎ ○ マムズキッチン
岐阜市高河原101-1
カフェマム

毎月第２、３
土

11:00～13:00 誰でも
子ども無料
保護者300円

特定非営利活動法人SHL

090-7042-6432
shl.cafemom@gmail.com

15 岐阜市 ◎ ○ Oneぱくキッチン 岐阜市粟野東5-173-1
You&Iの森いわのだ　ふらっと広場

毎月第３土 11:30～ 誰でも 全て無料
Oneぱくキッチン事務局
058-231-2670

16 岐阜市 ○ ○ ◎ 人と学ぶ場ふらっと
岐阜市長旗町1-1
アクトナガハタ２Ｆ

活動内容に
より変動

活動内容により変動 小学生以上
活動内容により変
動

特定非営利活動法人えん

080-6103-2610
npo.en.gifu@gmail.com

17 岐阜市 ○ ◎ ○ 子ども食堂Mahalo
個別指導塾Mahalo
岐阜市鍵屋西町2-56-4

月～金
土曜日

18:00～20:00
13:00～15:00（軽食付き）

小・中学生
大人

子ども無料
一般社団法人キッズベース

058-333-1707
mahalogifu0701@gmail.com

18 岐阜市 ◎ ぎふのえだ豆 岐阜市則武中4-19-4 毎月第１日 15:00～18:30 誰でも
子ども100円
大人200円

ぎふのえだ豆子ども食堂
058-232-3811

19 岐阜市 ◎ ○ ひまわり子ども食堂
「華陽公民館」
岐阜市華陽5-11

毎週土 17:00～19:00
幼児、小・中
学生、保護者

子ども100円
大人300円

防災・災害・子ども支援チームひまわり

080-5064-8337 team.akimoto0713@gmail.com

20 岐阜市 ◎ ○
おばぁちゃんちの子ども食堂

西っ子
岐阜市福光東1-23-3

毎月第２・４
土

11:30～13:30 誰でも 小学生未満無料、小中学生100
円、高校生以上300円 090-7039-9595

21 岐阜市 ◎ ○ えがお食堂
「長良ひまわり社別館」
岐阜市仙田町2-1-5

毎週土 9:30～11:30 誰でも 200円
社会福祉法人長良福祉会長良
ひまわり社　058-295-4026 nagarahimawarisha@gmail.com

22 岐阜市 ◎ ○ こども食堂　ナナカフェ
「炭火うなぎの政虎」店内
岐阜市河渡3-22-1

毎月第２・４木
その他不定期

誰でも
子ども100円
大人200円

非営利団体ナナカフェ
070-4461-9215

sense01100110@yahoo.co.jp

23 岐阜市 ◎ ○ ひのっ子食堂ふなぶせ
「ベーカリー＆カフェ　プー・アー・プー」

岐阜市日野東4-10-18
毎月最終金

16:30～17:30
冬季16:00～17:00

日野地区の小学
生以下の子ども 無料

社会福祉法人舟伏
058-213-6100

funabuse@alpha.ocn.ne.jp

24 岐阜市 ◎ 夜の子どもの居場所「ごろごろ」
岐阜市神田町3-3 加藤石原ビル
２F

毎月第３or第４
月曜

18:00～21:00 幼児～20代後半 無料 夜の子どもの居場所ごろごろ info@19hz.org

25 岐阜市 ◎ ○ おこさまレストランかたくりこ
宮崎サイクル内「かたくりこ」
岐阜市西島町3-7

第２・４土 11:00～14:00 誰でも
子ども100円
大人200円

090-6769-7102 michimichi.---.---.0704@docomo.ne.jp

26 羽島市 ◎ ○ 羽島市学習支援ボランティア事業

ケンパ・ドリームスクール

「大日堂別棟」
羽島市竹鼻町飯柄854

毎週土 13:30～15:30
中３生週2回家庭派遣

小・中学生 全て無料
岐阜県母子寡婦福祉連合会

080-9114-2127
gakubora@shien-gifu.sakura.ne.jp

27 羽島市 ◎
学びサポート教室
（愛称：まなさぽ）

「羽島市福祉ふれあい会館２Ｆ」
羽島市福寿町浅平3-25

第2・４土 9:30～11:30 小４～中3 全て無料
羽島市社会福祉協議会
058-391-0631

fukushi@hashima-shakyo.or.jp

28 羽島市 ◎ ○ ○ あひる・エリック学習教室 羽島市竹鼻町3066
土曜日
依頼のあった日 16:00～18:00 誰でも 原則無料 090-3935-2125

岐阜県子どもの貧困対策アクションプラン＜子どもの居場所等一覧＞

開催日時
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29 羽島市 ○ ◎ ○ たけはな子ども食堂 羽島市小熊町島5-41 第１・３火 17:00～20:00 誰でも
子ども100円
大人200円

はしま竹の子会
058-322-8725

yjcyq584@yahoo.co.jp

30 羽島市 ○ ○ ◎ フリースペース・コンテナ
「コンテナのアオキ」
羽島市正木町坂丸1-50

月～金曜日 9:30～15:00 誰でも 全て無料
社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会

058-372-3001 info@volavola.org

31 各務原市 ◎ ららら学習室・ステップ
「各務原中央図書館4階」
各務原市那加門前町3-1-3

隔週土 10:00～11:40 小学生

32 各務原市 ◎ ららら学習室・ステップ
「鵜沼福祉センター」
各務原市鵜沼羽場町1－217

隔週土 10:00～11:40 小学生

33 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「中部学院大学　各務原キャンパス」
各務原市那加甥田町30－1

毎週木 18:30～20:30 中学生

34 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「川島ライフデザインセンター」
各務原市川島河田町1028－1

毎週木 18:30～20:30 中学生

35 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「中央ライフデザインセンター」
各務原市蘇原中央町2－1－8

毎週水 18:30～20:30 中学生

36 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「鵜沼福祉センター」
各務原市鵜沼羽場町1－217

毎週木 18:30～20:30 中学生

37 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「蘇原コミュニティセンター」
各務原市蘇原野口町1－1－3

毎週木 18:30～20:30 中学生

38 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「稲羽コミュニティセンター」
各務原市上戸町3－324

毎週水 18:30～20:30 中学生

39 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「那加南福祉センター」
各務原市那加東亜町121

毎週水 18:30～20:30 中学生

40 各務原市 ◎ ららら学習室・ジャンプ
「鵜沼第三小学校」
各務原市新鵜沼台4-1

毎週水 18:30～20:30 中学生

41 各務原市 ◎ ◎ 古民家えんがわ 各務原市各務おがせ町5-75 月１回程度 10:00～12:00
乳幼児、子ど
も、大人

大人３００円 090-7863-2288 info@alcokogyo.co.jp

42 各務原市 ○ ◎ こもれび子ども食堂
各務原市川島松倉町2370-32
シニアフィットネスこもれび

夏休み、学校の振替
休業日など不定期 11:45～12:30 小学生、大人 大人300円

社会福祉法人小松河福祉会

0586-89-6418
sfk@chocoji.com

43 各務原市 ◎ ○ 地域たすけあいの会（こども食堂）
各務原市各務おがせ町8-1
団子屋みつわや

毎月第2・4
日

13:00～14:00 誰でも
子ども無料
大人300円

地域たすけあいの会
090-9051-4148

gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

44 各務原市 ○ ◎ ○ Everyone's  Home　みんなのいえ 各務原市松本町2-10エール21 １階 毎月第３日 9:00～13:00 誰でも
中学生以下200円
高校生以上300円

Everyone's  Home　みんなのいえ

090-6087-6407 f.e.love.u1arigat@gmail.com

45 山県市 ◎
山県市地域未来塾推進事業

Fight Basic
「高富中央公民館」
山県市佐賀588-2

毎月第１・３
木

17:00～19:00 中・高校生

46 山県市 ◎
山県市地域未来塾推進事業

Fight Basic
「美山中央公民館」
山県市岩佐1177-1

毎月第２・４
火

17:00～19:00 中・高校生

47 山県市 ○ ◎ とみっ子カフェ
「富岡公民館」
山県市西深瀬1113-1

偶数月第３
土

11:00～12:30 誰でも 高校生以上は協力金
山県市社会福祉協議会
0581-52-3010

community@y-shakyo.or.jp

48 山県市 ◎ 子ども食堂やまっ子食堂 山県市高富1095　ｺｰﾎﾟ佐賀1F 毎週木曜日 16:30～19:00
小・中・高校
生、大人

小学生200円
中学生300円大人500円

子ども食堂やまっ子食堂
0581-22-3550

49 瑞穂市 ○ ○ ◎ みずほわくわくスクール
「瑞穂市総合センター」
瑞穂市別府1283

毎週火 17:30～19:00
小・中・高校
生、大人

全て無料
瑞穂市社会福祉協議会
058-327-8610

soudan@mizuho-shakyo.org

50 瑞穂市 ◎ ○
ひとり親家庭の子どもの

生活・学習支援事業
瑞穂市別府 毎週月 19:00～21:00 中学生 全て無料

瑞穂市子ども支援課
058-322-3022

kosien@city.mizuho.lg.jp

51 瑞穂市 ○ ◎ ○ ちょっとよってみ食堂
瑞穂市穂積1016-8　　⇒
瑞穂市穂積888－2　　⇒

第2水曜日
第１・３土
第4水曜日

15:00～17:00
10:00～15:00
10:00～13:30

幼児～高校生
誰でも

1回100円から
子ども無料、大人200円

市民団体ちょっとよってみ
058-322-6502

mt.fumotoyo@yb4.so-net.ne.jp

52 瑞穂市 ○ ◎ みずいろ食堂 瑞穂市只越４７ 毎月第２土 10:00～13:30 誰でも
高校生まで100円
大人200円

（株）日本水機工
:058-372-5568

mizukikou@air.ocn.ne.jp

53 岐南町 ◎
ぎふ子どもの学習支援事業

マイルーム
「やすらぎ苑学習室」
羽島郡岐南町野中8-75

第1・3水
16:00～18:00
夏休み9:00～12:00

小・中学生 全て無料
岐南町社会福祉協議会
058-240-2100

ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

54 岐南町 ◎ 子ども食堂事業 羽島郡岐南町野中8-75
毎月第１・３
水

18:00～
学習支援教室
参加者

全て無料
岐南町社会福祉協議会
058-240-2100

ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

55 岐南町 ◎ 子ども宅食事業 羽島郡岐南町野中8-75 毎月最終金 17:00～19:30
小・中学生
保護者

全て無料
岐南町社会福祉協議会
058-240-2100

ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

56 岐南町 ◎ ○ かがやき食堂 羽島郡岐南町薬師寺4-12 毎月第３木 17:00～19:00 誰でも
子ども100円
大人300円

医療法人かがやき
058-213-7830

info@sogo-zaitaku.jp

57 岐南町 ◎ うれしのこども食堂 特別養護老人ホーム岐南千寿うれし野
羽島郡岐南町伏屋8-33 隔月土 11:30～12:30 誰でも 一人100円

社会福祉法人登豊会
058-259-3300

eiyou@ureshino.or.jp

全て無料
各務原市教育委員会

学校教育課
058-383-1118

gakkokyoiku@city.kakamigahara.gifu.jp

shogai@city.gifu-yamagata.lg.jp全て無料
山県市教育委員会
0581-22-6845

開催日時
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地域づくり

名称 活動場所 対象者 料金 連絡先 メール

58 岐南町 ◎
冒険遊び場　ひみつのあそびば

（プレーパーク）
羽島郡岐南町
＊神社や公園

毎月第１土 10:00～15:00 誰でも 全て無料
ぎなんプレーパークの会
090-2943-4955

ginanplaypark@gmail.com

59 岐南町 ◎ ふせやの森 羽島郡岐南町 毎週水 10:00～15:00 小学生以上 1回あたり300円
ぎなんプレーパークの会
090-2943-4955

ginanplaypark@gmail.com

60 笠松町 ◎ ○ 学ん Day Park
「笠松町福祉健康センター」
羽島郡笠松町長池408-1

第2・４木
夏・春休み２回

16:00～19:00
未定

小・中学生 全て無料
笠松町社会福祉協議会
058-387-5332

kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp

61 笠松町 ◎
かさまつ子どものまち

中高生居場所おやつ会議
善光寺
羽島郡笠松町下新町４２

毎月第1木 19:00～21:00 中・高校生 全て無料
かさまつ子どものまち
090-6803-0627

minikasa2014@yahoo.co.jp

62 北方町 ○ ○ ◎ キタガタみなみサタデースクール
「北方町広域勤労青少年ホーム」
本巣郡北方町高屋条里2-22

長期休業中に
１～3回程度

10:00～12:00 誰でも 全て無料 090-6610-2194

63 北方町 ◎ ○ みんなのお家　子ども食堂 本巣郡北方町北方1348-1 毎月第４土 11:30～13:30 誰でも
中学生以下100円
大人300円

北方町社会福祉協議会
058-324-6550 info@kitagatashakyo.or.jp

64 北方町 ◎ ○ 広域型子ども食堂
フリースクールSHINY北方校
本巣郡北方町平成3-15

毎月第３土
11:00～15:00
17:00～20:00（二部制）

誰でも
高校生まで100円
大人300円

一般社団法人フリースクールSHINY

058-214-8172 shinyfam2015@gmail.com

65 大垣市 ◎ ○ ○
地域の未来を担う子ども達のあしたを拓く

学習支援と居場所事業

「あしたの支援室」

「綾野公民館」
大垣市綾野1-2700-7

毎週土
毎週月・水
毎月第１日
夏休み中毎週水

10:00～18:30(昼食あり）
19:00～21:00
ひきこもり女子の会ラルジュ

10:00～12:00

小・中・高校生
大人

全て無料
あしたの支援室
090-9027-0132

keikoko3j@gmail.com

66 大垣市 ○ ◎ 和っとひろば＠西地区
子ども食堂　プレーパーク　みんなの居場所

大垣市西地区センター
大垣市西公園

毎月第３土
夏休み月水金
毎週水

10:00～15:00
10:00～15:00
13:00～17:00

誰でも
子ども100円
大人300円

和っとひろば＠西地区
090-1471-8601

marikawai29@hotmail.com

67 大垣市 ◎ 大垣公園プレーパーク
「大垣公園プレーパークハウス」
大垣市郭町2-53

通年 9:00～17:00 誰でも 週末は材料費100円
特定非営利活動法人緑の風

090-7698-3306
oogakiplaypark@hotmail.co.jp

68 大垣市 ○ ○ ◎
学びバ遊びバ＠やすい

子ども食堂@やすい
「安井地区センター」
大垣市東前3-10

第２・３木、第４土
夏休み毎週木・土

木13:30～17:00
土9:30～13:00

小・中・高校生
大人

子ども食堂（第4土）
子ども100円、大人200円
※子ども食堂以外は全て無料

みんなの未来をつくる会
090-5119-1275

minnanomirai@octn.jp

69 大垣市 〇 ◎ ミドリバシこども食堂
「ミドリバシこども食堂」
大垣市西外側2-46

2か月に1回 11:30～14:00 誰でも
子ども100円
大人300円

ミドリバシこども食堂の会
090-7686-9234

tadashi@gendai-arch.co.jp

70 大垣市 ◎ 〇 　いるかのこそだて
「ＤＯＬＰＨＩＮ」
大垣市新田町3-23-2

月に1回日曜日 昼 誰でも
子ども無料
大人300円

いるかのこそだて
0584-76-3708

インスタグラム@irukanokosodate

71 大垣市 ◎ ◎ よっといで！＠北地区 大垣市北地区センター
月1土曜日OR日
曜日 11:30～13:30 誰でも

子ども100円
大人300円

よっといで！＠北地区
090-7498-3088

momonenechan0217@gmail.com

72 海津市 ◎ 海津学習支援の会 「海津市文化会館」
海津市南濃町駒野奥条入会地99-1

毎週木 16:30～19:30
小学校高学年
中学生

全て無料
海津学習支援の会
0584-56-0144

nobuhiro19481123@gmail.com

73 海津市 ○ ◎ ほっとハウス　こんたん家
　チ

海津市平田町今尾3046 第３金 15:30～18:30
小中学生
保護者

全て無料
ほっとハウス
0584-66-2492

kumi.kawai0313@gmail.com

74 養老町 ◎ ○ スマイルゲンちゃん学習会
「養老町中央公民館」
養老郡養老町石畑491

土曜日
小：9:00～11:00
中：18:00～20:00

小・中学生 全て無料
養老町教育委員会　生涯学習

課0584-32-5086 16syougai@town.yoro.gifu.jp

75 養老町 ◎ ようろうこども食堂
「養老町中央公民館」
養老郡養老町石畑491

年間4回土曜
日

11:30～12:30（テイクアウト時）

11:30～13:00（会食時）
未就学児・小
中学生・保護

子ども100円
大人300円

特定非営利活動法人いちご
0584-34-2519

ichigo_kosodate@yahoo.co.jp

76 垂井町 ◎ ○
ぎふ子どもの学習支援

垂井教室
「垂井町福祉会館」
不破郡垂井町1305－2

第１・３水 17:00～19:00 小・中学生 全て無料
垂井町社会福祉協議会
0584-23-3335

info@tarui-shakyo.jp

77 関ヶ原町 ◎ ○
ぎふ子どもの学習支援事業

「学習支援室きざはし」
「関ヶ原診療所　北棟」
不破郡関ケ原町関ヶ原2490-29

第２・４木 17:00～19:00 小・中学生 全て無料
関ヶ原町社会福祉協議会

0584-43-2943
sekigahara2943@r9.dion.ne.jp

78 輪之内町 ◎ ○ このゆびとまれ 安八郡輪之内町大薮44-2 毎月第３土 17:00～19:00 誰でも 全て無料
NPO法人ピープルズコミュニティ

0584-69-5374 wa-ecodo@mu.roo.ne.jp

79 安八町 ○ ◎ ○
たまにはお寺で心身脱落

「たま寺」
覚成寺
安八郡安八町西結701

毎月第４水
17:30～19:45
夏休み月火木金8:30～
13:30

誰でも
子ども100円
大人300円

覚成寺0584-62-5618
090-4190-1022

y.nakadomari@r8.dion.ne.jp

80 安八町 ○ ○ ◎ みのむしハウス 安八郡安八町南今ケ渕1250 誰でも
子ども100円
大人300円

NPO法人かがやけ安八
0584-64-3271

npoanpachi@gmail.com

81 大野町 ○ ○ ◎ さなぎの杜
「大野町中央公民館２Ｆ談話室」
揖斐郡大野町黒野913-1

毎週水
第２・４土

19:30～21:00
13:00～15:00

小・中・高校生 協力金100円
（一社）さなぎの杜
090-1740-7057

sanaginomori.minoono@gmail.com

82 池田町 ◎ ○ ○ 寺子屋ひろば 揖斐郡池田町本郷1327-15
第１・３土
平日も可

9:30～12:00 小・中・高校生 参加費200円
NPO法人まち・こと・ひとづくり工房ひなぞ

ら0585-77-6667
hinazorag@gmail.com
terakoya@ikedatime.info

居場所火・水15:00～17:00
         土・日12:00～17:00
子ども食堂第４日曜日12:00～16:00

開催日時
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市町村名 学習支援 食事提供
居場所づくり

相談支援
地域づくり

名称 活動場所 対象者 料金 連絡先 メール

83 関市 ◎ ○ ○
無償学習支援教室
「てらこや文殊堂」

広福寺境内「文殊堂」
関市東日吉町34

毎週火
毎週木

小：18:30～21:00
中：18:30～21:00

小・中学生 全て無料
特定非営利活動法人子援隊

090-7605-4100
r.sato@poppy.ocn.ne.jp

84 関市 ○ ◎ ○ せきまちなか子ども食堂 関市西福野町1-5-19
毎月第３・４
土

10:00～13:30 小・中・高校生
子ども、大人
100円

NPO法人ヘルシーライフせき

090-7609-1166
sorayukihirom1965@ezweb.ne.jp

85
美濃

加茂市
◎ ○ ○

美濃加茂市
学習支援教室

「すこやかタウン美濃加茂」
美濃加茂市新池町3-4-1

毎週金
毎週土
夏休み4日間

17:30～19:30
13:00～16:00
9:00～12:00

小・中学生 全て無料
美濃加茂市社会福祉協議会

0574-28-6111
chiiki@minokamo-shakyo.or.jp

86
美濃

加茂市
◎ ○ はちやこども食堂

美濃加茂市蜂屋町751-2
honeybabees

毎月第３金 17:00～18:00
子ども・保護
者

こども200円
保護者300円

特定非営利活動法人大和Company

090-5874-6430 info@yamatoco.org

87
美濃

加茂市
◎ ○ やまのうえ子ども食堂

「山の上交流センター」
美濃加茂市山之上町3457-1

不定期
（長期休みに実施）

幼児、小・中
学生、保護者

300円

88
美濃

加茂市
◎ ○

コロナ禍で地域が繋がるこども食堂
こども食堂太陽

「山の上交流センター」
美濃加茂市山之上町3457-1

毎月第４土or日 11:30～13:00 誰でも 大人200円
こども食堂太陽
090-3968-9211

yamanoue.taiyou@gmail.com

89 可児市 ◎ ○ シシ丸王国　寺子屋とことん塾
「春里地区センター」
可児市矢戸407

第1・3金 17:00～19:00 小・中学生 全て無料 0574-65-2282

90 可児市 ◎ ○ 学習支援教室
「可児市福祉センター」
可児市今渡682-1

第2・４月 17:00～19:00 小・中学生 全て無料
可児市社会福祉協議会
0574-62-1555

kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

91 可児市 ◎ ○ 英語学習支援教室
「可児市福祉センター」
可児市今渡682-1

第１・３月 17:00～19:00 中学生 全て無料
可児市社会福祉協議会
0574-62-1555

kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

92 可児市 ◎ 広見英語教室
「広見地区センター」
可児市広見7-77

毎週土曜日 18：00～19：30 中学生 全て無料 090-9941-8158

93 可児市 ○ ◎ ○ 姫こども食堂
「姫治地区センター」
可児市下切1530

毎月第４土 11:00～13:00 子ども・保護者
子ども100円
大人300円

姫なごみ
0574-62-7158

94 可児市 ◎ ○ こども食堂みぃ～んなげんき 可児市長坂8-198
毎月第４土（食堂）
毎週月(第5除)(サロ
ン)

11:00～14:00
12:00～15:00

誰でも
子ども100円
大人300円

NPO法人みぃ～んなげんき

0574-65-1750
mii-nnagenki@chic.ocn.ne.jp

95 可児市 ◎ いきいき桜のつどいこども食堂
「桜ヶ丘地区センター」
可児市皐ケ丘6-1-1

毎月第２土 11:00～14:00
幼児・小学生、
その保護者

子ども100円
大人200円

いきいき桜のつどい
0574-64-1371

96 可児市 ◎ ○ 地域たすけあいの会（こども食堂） 可児市中恵土1473-7 毎週土 12:00～14:00 誰でも 全て無料
地域たすけあいの会
090-9051-4148

gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

97 可児市 ◎ ○ かわいこどもの家 可児市川合897
第３土
隔月（偶数月）

12:00～
幼児・小・中・高
校生・大人

小・中・高200円
大人300円

090-1727-9982

98 可児市 ◎ ○ かにっ子食堂
有限会社可児設備ショールーム
可児市土田2548-561

第１月 16：00～19：00 地域住民（大人・子ど
も）高校生まで

子ども100円
大人300円

090-4231-6197

99 郡上市 ◎ ○ おてんと子ども食堂 郡上市白鳥町大島428-1
毎週金
第２、３土

11:00～16:00 幼児～大人 一人300円（18歳以下1回

100円のチケット販売有）
090-7913-9383 akatan.ino.12@gmail.com

100 坂祝町 ○ ◎ 〇 さかほぎつむぎ食堂　ほのぼの 加茂郡坂祝町 毎月第３土 11:30～15:00 誰でも
子ども100円
大人300円

0574-25-5617

101 川辺町 ◎ 川辺町未来塾
「川辺町中央公民館」
加茂郡川辺町中川辺1518－4

毎週土 13:30～15:30 中学生 全て無料
川辺町教育委員会
0574-53-2623

shougai@kawabe-gifu.jp

102 川辺町 ◎
学習支援

「スクールビイング」
「川辺町やすらぎの家」
加茂郡川辺町石神128

月2回火曜日

夏・春休み
16:30～18:30
9:00～12:00

小学生 全て無料
川辺町社会福祉協議会

0574-53-2121
yasuragi@jasmine.ocn.ne.jp

103 八百津町 ◎ ○ 学びのゆうゆう夢広場 加茂郡八百津町八百津3836-3
夏休み土曜
日

10:00～15:00
小学校高学年
中学生

全て無料
八百津町社会福祉協議会
0574-43-4462 yaotsu-shakyo@mb.ccnw.ne.jp

104 白川町 ○ ◎ カレーの日（同窓会企画） 加茂郡白川町三川1210-2
年3回
５，１１，３月土 8:00～12:30

未就学児、小
学生

全て無料
社会福祉法人地の塩会 光の子保育園

0574-72-2200 hikarinoko1954@me.ccnw.ne.jp

105 御嵩町 ○ ◎ ふしみこども食堂 可児郡御嵩町伏見485-1 毎月第３金
月２～４回(不定期）

食堂14:00～21:00 誰でも
子ども100円、大人500
円（料金は応相談）

090-7304-7676 fushimi.kodomo.shokudo@gmail.com

106 多治見市 ◎ 多治見市子どもの学習支援事業
ヤマカまなびパーク多治見市学習館他

多治見市豊岡町1-55
毎週金 18:30～20:30 中学生 全て無料

多治見市子ども支援課
0572-23-5829

kodomosien@city.tajimi.lg.jp

107 多治見市 ○ ◎ ねもとなかよし食堂
「根本第３町内集会所」
多治見市根本町2-26

毎月第４土 11:30～14:30 誰でも
子ども100円
大人200円

0572-27-2163

108 多治見市 ◎ ○ 　ニコニコ小泉こども食堂
「23区老人憩いの家」
多治見市大原町7-86-1

毎月第４土
（最終土曜日）

11:30～12:30 誰でも
中学生以下100円
大人300円

090-5119-1235 t.aristo-1206.y@docomo.ne.jp

109 多治見市 ○ ◎ ○
笠原未来プロジェクトぞんがぁえぇのう

ふれ愛食堂
「笠原児童館」
笠原中央公民館、または区の公民館８館 毎月第４土 11:00～ 誰でも

子ども100円
大人300円

笠原未来プロジェクトぞんがぁえぇのう

090-2577-1233

110 多治見市 ○ ◎ ○ 福ちゃん食堂
「多治見修道院研修センター」
多治見市緑ヶ丘38

毎月第２土 10:00～14:00 誰でも
子ども100円、大人300円
要支援の場合は無料

やこ＆もこの家
070-2211-8944

yakomokofukuchan@au.com

111 多治見市 ○ ◎ ○ 池田ことな食堂 多治見市池田町7-15 毎月第４金 17:00～21:00 誰でも
子ども300円
大人500円

0572-21-2372
090-6611-5128

wakinoshita@mte.biglobe.ne.jp

開催日時
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112 多治見市 ○ ◎ ○ まごころ食堂
まごころカフェ　ハニーハウス内
多治見市明和町3-3

毎月第２土
毎週土

11:30～13:30（食堂）
13:00～15:00（自習クラブ）

随時（フードバンク）
誰でも

高校生以下50円
大人250円

まごころ食堂実行委員会
0572-74-2160

k-kuuga.agito@yk.commufa.jp

113 多治見市 ○ ◎ ○ こどもにじいろ食堂 多治見市精華町４７－２
毎月第２・４日
夏休み第２・４土

12:00～14:00
13:00～16:00

誰でも
子ども100円
大人300円

090-4254-3604 sakurairo8@outlook.jp

114 多治見市 ◎ あべべ食堂 多治見市音羽町1-227 毎月第１金 16:00～19:00 誰でも 無料
スパイスファクトリー
080-6244-1188

spice.factory.abebe@gmail.com

115 瑞浪市 ◎ ひとり親家庭等児童学習支援教室
「瑞浪市市民福祉センターハートピア」

瑞浪市樽上町１丁目７７
毎月第１～４金
祝日、年末年始除く

18:00～20:00
小学校高学
年・中学生

全て無料
瑞浪市子育て支援課
0572-68-2115

kosodate@city.mizunami.lg.jp

116 瑞浪市 ◎ きらきら子ども食堂 瑞浪市和合町2-92 毎月第４日 12:00～14:00
小・中学生
大人

大人300円 0572-68-3544

117 恵那市 ◎ 恵那地域未来塾
「恵那北中学校」
恵那市笠置町河合９８０

月火水木金 18:30～20:00 中学3年生

118 恵那市 ◎ 恵那地域未来塾
「岩村コミュニティセンター」
恵那市岩村町１６５７−１

月火水 18:30～20:00 中学3年生

119 恵那市 ◎ 恵那地域未来塾
「山岡コミュニティセンター」
恵那市山岡町上手向１２07−１

木 18:30～20:00 中学3年生

120 恵那市 ◎ 恵那地域未来塾
「上矢作コミュニティセンター」
恵那市上矢作町漆原44-2

土 18:30～20:00 中学3年生

121 恵那市 ◎ ○ ○ みんなの家
「木point内　ログハウス」
恵那市長島町正家613-10

第1・３火 17:00～19:00 小４～中学生 全て無料
ＮＰＯ法人みんなで子育てドロッ

プス0573-22-9710 drops@juno.ocn.ne.jp

122 恵那市 ◎
食事提供の場

ともだち食堂“え～な”
恵那市福祉センター
恵那市大井町727-11

毎月１回土
曜日

12:00～14:00 誰でも 有料の場合有 090-9188-7941 ando1964naomi@gmail.com

123 土岐市 ◎ ○ 土岐市子どもの学習支援教室
「ウェルフェア土岐」
土岐市下石町1060

毎月第2～4
水

18:30～20:00 小・中学生 全て無料
土岐市社会福祉協議会
0572-57-6661 tokishakyo@comet.ocn.ne.jp

124 土岐市 ◎ ○ ときつこども食堂
「高山区民会館」
土岐市土岐津町高山412

毎月第３日 11:00～12:00 誰でも
子ども100円
大人300円

090-5113-3869 tokitsu@svk.jp

125 高山市 ◎ ○ 寺子屋
 「岩滝公民館」
 高山市岩井町2210

夏休みの期
間中

9:00～12:00 小学生 全て無料
岩滝まちづくり協議会
090-7032-6853

iwataki@hidatakayama.ne.jp

126 高山市 ◎ ○ ○ 寺子屋くぐの
「久々野公民館」
高山市久々野町久々野1505-4

小学生 参加費必要
NPOふるさと　寺子屋くぐの事務局

0577-52-2510

127 高山市 ◎ みんなの食堂さくら
「一之宮公民館」
高山市一ノ宮町

第２・４日曜
日

　8:00～13:00
地域の人なら
誰でもOK

子ども100円
大人300円

一之宮町まちづくり協議会

128 高山市 ○ ○ ◎ 北町食堂 高山市桐生町2-21 不定期 誰でも 有料の場合有
北地区まちづくり協議会
0577-34-6009 kitamachi@hidatakayama.ne.jp

129 高山市 ◎ つどいの広場チャイルドランド
「飛騨高山森のエコハウス」内
高山市西之一色町3-820-1

平日 10:00～15：00
幼児、小学生
保護者

全て無料
NPO法人飛騨高山わらべうたの会

0577-57-8577 hida_warabeuta@yahoo.co.jp

130 高山市 ○ ◎ ○ わらぼぼ宅食（子ども宅食）
「飛騨高山森のエコハウス」
高山市西之一色町3-820-1

毎週金曜日 16:00～19:00
乳児～高校生
保護者

子ども100円
大人200円

NPO法人飛騨高山わらべうたの会

0577-57-8577 hida_warabeuta@yahoo.co.jp

131 高山市 ○ ◎ ○ 子ども食堂　ひだこっぱん 高山市末広町12 第３木
夏休み不定期

10:00～15:00 誰でも
子ども100円
大人300円

ひだこっぱん
080-6798-8349 hidacoppan@gmail.com

132 高山市 ◎ ○ 配食サービスじゃみん 高山市松本町402-2 毎週土・日 16:00～18:00
幼児・小中高生
保護者

一人100円
株式会社LOUD&PEACE
080-5818-1577

kanade0801kanade@gmail.com

133 高山市 ◎ ばあちゃんズ 高山市上岡本町8-315
第１金・第３
木

14:00～18:30
中学生、保護者
その他の大人

協力費100円
（応相談）

0577-33-4902

134 高山市 ○ ◎ 大八フリースペース
「大八まち協サロン」
高山市松之木町283-1

長期休み中
の週1回

9:00～14:00
東山中校区の
中学生

100円 0577-34-4193 daihachi262@hidatakayama.ne.jp

135 高山市 ○ ○ ◎ ボランティアハウスBAKUBAKU 高山市大新町4-49
毎月第２・４
日

11:00～15:00 幼児～高校生 無料 090-7913-5152 lag-7-o5sa-3@docomo.ne.jp

136 高山市 ◎ ○ 親子食堂　げんきカフェ
「高山市総合福祉センター」
高山市昭和町2-68

毎月1回土
または日曜

18:00～21:00
11:30～14:00

ひとり親家庭の親
子または子ども 食材費100円

高山市母子寡婦福祉会
0577-35-0613

yamanba@cello.ocn.ne.jp

137 高山市 ◎ ○ えなっこランチ・えなっこ弁当
ランチ：江名子小学校家庭科室
弁当：各家庭

江名子校区の幼
児～お年寄り

ランチ100円
弁当200円

江名子まちづくり協議会
0577-34-7253

e-machi@hidatakayama.ne.jp

138 高山市 ◎ 原山子ども食堂
原山公園管理棟
高山市新宮町3391-1

不定期 中学生以下 無料
NPO法人ハートネット
0577-35-9506

heart-net@river.ocn.ne.jp

１講座500円
（保険料）

恵那市教育委員会学校教育課

0573-26-2111 gakkoukyouiku@city.ena.lg.jp

ランチ：夏休み・春休みの毎週水曜日
弁当：月～土曜日

夏休み7月下旬～8月20日頃まで約２０
日間　9:00～11:30

開催日時
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市町村名 学習支援 食事提供
居場所づくり

相談支援
地域づくり

名称 活動場所 対象者 料金 連絡先 メール

139 飛騨市 ○ ◎ ○
子どもの居場所づくり事業

こども食堂
「喫茶いこいの家」
飛騨市古川町金森町13-78

小学生
古川小・古川西小
校区の小学生

子ども100円
吉城福祉会0577-73-7715
喫茶いこいの家0577-57-9969

yosikifukusikai@helen.ocn.ne.jp

140 飛騨市 ○ ◎ 〇 若宮わくわく食堂 飛騨市古川町若宮2-6-45 毎月第４土 9:00～13:30 誰でも 全て無料
宗教法人日本同盟基督教会古
川教会090-3839-4421

aiichiro1059@gmail.com

141 飛騨市 ◎ ○ 子ども食堂まんまや 飛騨市古川町向町1-6-2 毎月第１・３土 11:30～17:00
小・中学生
大人

こども100円
大人200円

子ども食堂まんまや
0577-73-6402

emi-m-h-5380@hidatakayama.ne.jp

142 飛騨市 ◎ ○ けいちゃんのみんなの食堂 飛騨市神岡町東町514-1 誰でも
子ども、大人
300円

希夢千家けいちゃん
080-2049-1952

79 98 102

※申込みが必要な場合があります。また、場所や日時が変更となる場合もあります。

居場所：毎週火・木17:00～21:00
こども食堂：第2土 11:30～13:00

開催日時
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