
　【飛騨圏域の子どもの居場所等一覧】

　高山市

　寺子屋

場　所 〒506-0815 高山市岩井町2210 「岩滝公民館」

日　時

内　容 学習支援・多世代交流・地域づくり

対象者 小学生

運営主体 岩滝まちづくり協議会

電話番号 090-7032-6853

メール iwataki@hidatakayama.ne.jp

ウエブサイト http://www.hidatakayama.ne.jp/iwatakimachikyo/index.html

備　考

　寺子屋くぐの

場　所 〒509-3205　高山市久々野町久々野1505-4　「久々野公民館」

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

対象者 小学生

運営主体 NPOふるさと

電話番号 0577-52-2510

メール

備　考

　みんなの食堂さくら

場　所 〒509-3505　高山市一之宮町　「飛騨位山文化交流館サロン」

日　時

内　容 食事提供

参加費 子ども100円、大人300円

夏休みの期間中のPTAで定めた日　9:00～12:00

夏休み7月下旬～8月20日頃まで約20日間　9:00～11:30

信頼と愛情を基盤とした基本的生活習慣の育成。学校の宿題を仕上げるのを見届ける。体験学習の重
視、地元の文化団体の支援を行っています。今年度はコロナ禍で中止。

第２・４日曜日　11:00～（駄菓子屋さん）　11:30～（弁当やさん）
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運営主体 一之宮町まちづくり協議会

電話番号

メール

備　考

　寺子屋北まち

場　所 〒506-0004　高山市桐生町2-21　

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

対象者 有料の場合あり

運営主体 北地区まちづくり協議会

電話番号 0577-34-6009

メール kitamachi@hidatakayama.ne.jp

ウエブサイト http://kitamachikyo.com/

備　考

　つどいの広場　チャイルドランド

場　所 〒506-0031 高山市西之一色町3-820-1　飛騨高山森のエコハウス内
 

日　時

内　容 居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

対象者 幼児・小・中学生、保護者　全て無料

運営主体 NPO法人飛騨高山わらべうたの会

電話番号 0577-57-8577

メール hida_warabeuta@yahoo.co.jp

備　考

　わらぼぼ宅食（子ども宅食）

場　所 〒506-0031 高山市西之一色町3-820-1　飛騨高山森のエコハウス内
 

日　時

内　容 学習支援・食事提供・相談支援

参加費 子ども100円、大人200円

運営主体 NPO法人飛騨高山わらべうたの会

電話番号 0577-57-8577

メール hida_warabeuta@yahoo.co.jp

備　考

　子ども食堂　ひだこっぱん

場　所 〒506-0016 高山市末広町12
 

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

毎月第３木曜日、夏休み不定期　10:00～15:00

様々な親子向けイベントを行っています。

平日10:00～15:00

毎週金曜日16:00～19:00

市内飲食店３店舗にお弁当を作ってもらい、ひとり親家庭、経済的な不安を抱える家庭に届けていま
す。お届けの際に、ご寄付いただいたお米や野菜、生理用品もお渡ししています。

不定期
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参加費 子ども100円　　大人300円

運営主体 ひだこっぱん

電話番号 080-6798-8349

メール hidacoppan@gmail.com

備　考

　配食サービス　じゃみん

場　所 〒506-0808 高山市松本町402-2
 

日　時

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども・子どもの保護者100円　　

運営主体 株式会社　LOUD&PEACE

電話番号 080-5818-1577

メール kanade0801kanade@gmail.com

備　考

　ばあちゃんズ

場　所 〒506-0055 高山市上岡本町8-315
 

日　時
 

内　容 食事提供

参加費 運営協力費一人100円（原則）

運営主体

電話番号 0577-33-4902

メール

備　考

　大八フリースペース

場　所 〒506-0802 高山市松之木町283-1 大八まち協サロン
 

日　時
 

内　容 食事提供・居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 東山中学校区の中学生100円

運営主体 大八まちづくり協議会

電話番号 0577-34-4193

メール daihachi262@hidatakayama.ne.jp

備　考

　ボランティアハウスBAKUBAKU

場　所 〒506-0851 高山市大新町4-49
 

日　時
 

様々な環境下にある子どもたちに、地域コミュニティの中で安心できる食と居場所を提供し、子どもたち
に食べることを通して食習慣の大切さを理解してもらうことを目的としています。（食べ物アレルギーには
対応していません。）

毎週土曜日・日曜日12：00～16:30

夏休み等長期休み中の週1回　9:00～14:00

落ち着いて学習できる場を提供しています。昼食は申し込み制。一人100円です。

毎月第２・４日曜日　11:00～15:00

毎月第２、４金曜日　10:00～18:00
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内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 幼児・小学生・中学生・高校生　無料

運営主体 ボランティアハウスBAKUBAKU

電話番号 090-7913-5152

メール lag-7-o5sa-3@docomo.ne.jp

備　考

　ひとり親家庭の親子食堂　「げんきカフェ」

場　所 〒506-0053 高山市昭和町2-68　高山市総合福祉センター
 

日　時
 

内　容 食事提供・居場所づくり・相談支援

参加費 ひとり親家庭の親子または子ども　食材料費の一部として100円

運営主体 高山市母子寡婦福祉会

電話番号 0577-35-0613    090-1982-8898

メール yamamba@cello.ocn.ne.jp

備　考

　えなっこランチ・えなっこ弁当

場　所 〒506-0818 岐阜県高山市江名子町2838　江名子小学校家庭科室
 

日　時
 

内　容 食事提供・居場所づくり・地域づくり

参加費 江名子小校区の人対象　えなっこランチ100円、えなっこ弁当200円

運営主体 江名子まちづくり協議会

電話番号 0577-34-7253

メール e-machi@hidatakayama.ne.jp

備　考

　原山子ども食堂

場　所 〒506-0035 岐阜県高山市新宮町3391-1　原山公園管理棟
 

日　時
 

内　容 食事提供

参加費 中学生以下無料

運営主体 NPO法人ハートネット

電話番号 0577-35-9506

メール heart-net@river.ocn.ne.jp

備　考

同じ境遇の親子で楽しく語らいながらテーブルを囲んで食事会を行います。食事がすむと、子どもたち
は遊びだし、親たちは話がはずみ、日々のストレス発散につながります。悩みに対する相談支援も行っ
ています。

地域の大人や子どもが一緒に食事したり、本を読んだり、勉強したり、遊んだり、第3の場所としてくつろ
げる空間づくりに取り組んでいます。

毎月1回　土曜日18:00～20:30（春～秋） or　日曜日 10:30～13:00（冬）

夏休み、春休み　ランチ：毎週水曜日　弁当：月～土曜日

不定期

障がい者の自立支援の一環で行っています。食事の準備や提供を行うことにより、やりがいを感じ、子
どもたちとのふれ合いの中から相互理解が深まることが活動の目標です。

個食になりがちな長期休業中に、ランチや弁当などで、子どもたちやその家族の昼食を補うことで、子ど
も支援を行っています。弁当は江名子地区の弁当屋さんに依頼。ランチは地域ボランティアで行ってい
ます。
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　飛騨市

　子どもの居場所づくり事業・子ども食堂

場　所 〒509-4225飛騨市古川町金森町13-78　（喫茶いこいの家）

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

対象者 こども食堂は古川小・古川西小校区の小学生

参加費 小学生100円　

運営主体 社会福祉法人  吉城福祉会　　

電話番号 喫茶いこいの家0577-57-9969

メール yosikifukusikai@helen.ocn.ne.jp

ウエブサイト http://www.yoshikifukusikai.jp/

備　考

　若宮わくわく食堂

場　所 〒509-4221飛騨市古川町若宮2-6-45

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

参加費 すべて無料

運営主体 宗教法人　日本同盟基督教団古川教会

電話番号 090-3839-4421

メール aiichiro1059@gmail.com

備　考

　子ども食堂まんまや

場　所 〒509-4241飛騨市古川町向町1-6-2

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人200円

運営主体 こども食堂まんまや

電話番号 0577-73-6402

メール emi-m-h-5380@hidatakayama.ne.jp

備　考

　けいちゃんのみんなの食堂

場　所 〒506-1111飛騨市神岡町東町514-1

日　時

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

参加費 一人300円

毎月第１・３土曜日11:30～17:00

毎月第４土曜日9:00～13:30

おばあちゃんちのような家庭的な雰囲気をだいじにしています。おやつは時々子どものリクエストにこた
え、いっしょに作ります。

現在、コロナで休止中です

居場所：いぶにんぐハウス毎週火・木曜日　17:30～21:00

こども食堂：第２土曜日　11:30～13:00

mailto:yosikifukusikai@helen.ocn.ne.jp
http://www.yoshikifukusikai.jp/
mailto:aiichiro1059@gmail.com
mailto:emi-m-h-5380@hidatakayama.ne.jp


運営主体 希夢千家けいちゃん

電話番号 080-2049-1952

メール

備　考

※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。


