
　【岐阜圏域の子どもの居場所等一覧】

　岐阜市

　ポポロ学習支援室

場　所 〒502-0812　岐阜市八代3-27-8 「仕事工房ポポロ」

日　時 毎週月・水・金曜日　17:00～21:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

対象者 小・中学生（高校生）

運営主体 ＮＰＯ法人仕事工房ポポロ

電話番号 058-337-0701

メール info-popolo@qc.commufa.jp

ウェブサイト ｈｔｔｐｓ://popolo.qloba.com/

備　考

　てらこや無償塾・てらこや子ども食堂

場　所 〒500-8833 岐阜市神田町6-24 「円徳寺」　

日　時 毎週土曜日　9:30～12:30

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

対象者 小・中・高校生、子どもの保護者、大人

運営主体 岐阜キッズな（絆）支援室

電話番号 070-5330-1192

メール mwakaoka2@gmail.com

ウェブサイト https://www.facebook.com/gifu.kidsna/ https://gkidssien.qloba.com

備　考

　スマイル

場　所 〒500-8833　岐阜市神田町6-24 「円徳寺」

日　時 毎週火・木曜日　18:00～21:00　

小・中学生を対象にしていますが、継続してポポロ学習支援室を利用する高校生年代の子どもたちにも
学習支援を行い、彼らの居場所としても開設している。

居場所機能だけでなく、学習支援・子ども食堂を中心として、季節の行事や平和教育、命のSOS相談、
大学生への奨学金給付等様々な活動をしています。

https://www.facebook.com/gifu.kidsna/


内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

対象者 小・中・高校生

運営主体 特定非営利活動法人スマイルBasket

電話番号 090-3567-6564

メール mhkidsjinken@yahoo.co.jp

備　考

　寺子屋

場　所 〒501-0104　岐阜市寺田852「円成寺」

日　時 毎週土曜日　9:00～11:00　

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小・中学生

運営主体 NPO法人チュラサンガ

電話番号

メール culasamgha@royal.ocn.ne.jp

備　考

　学習支援・よりそい支援「こもれび」

場　所 〒501-3113　岐阜市北山1-11-7「しいのみハウス」

日　時 毎週木曜日17:00～19:00（感染対策で短縮）

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・中・高校生、大人

運営主体 よりそいハウスこもれび

電話番号 090-1742-6116

メール katsuki.tozaki@gifu-min.gr.jp

備　考

　わおん

場　所 〒502-0002　岐阜市粟野東5-244

日　時 毎週月・水・金曜日　17:00～21:00

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・中・高校生、保護者、大人

運営主体 ＮＰＯ法人コミュニティサポートスクエア

電話番号 058-237-1661（わおん）

メール sugiura@cafe-waon.com

ウエブサイト http://café-waon.com

備  考

生活困窮家庭以外でも対象の子どもになんらか生きづらさがあるなどして、塾になじめない子ども等も
来ています。

会場が「わがや’ｎわおん」から変更して実施しています。2020年10月から「よりそいステーション」とし
て、ひとり親家庭の様々な相談や支援に取り組んでいます。

mailto:mhkidsjinken@yahoo.co.jp
http://café-waon.com/


　茜部わおん学習支援室

場　所 〒500-8263　岐阜市茜部新所4-126-2　「茜部公民館」

日　時 毎週木曜日18:30～20:30

内　容 学習支援・食材の配付・居場所づくり・相談支援

対象者 小・中・高校生、保護者、大人

運営主体 ＮＰＯ法人コミュニティサポートスクエア

電話番号 090-4792-0628

メール sugiura@cafe-waon.com

ウエブサイト http://café-waon.com

備  考

　学習支援室いっぽ

場　所 〒502-0841岐阜市学園町3-21 岐阜市社会的居場所「いっぽいっぽ」　

日　時 毎週木曜日18:00～21:00

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小・中学生

運営主体 学習支援室いっぽ

電話番号 090-7432-9158

メール

備  考

　子どもの居場所づくり事業：青春サポーター「よつば」

場　所 〒500-8227岐阜市北一色7-20-1 「社会福祉法人岐阜老人ホーム」

日　時 毎週火曜日（祝日除く）　17:00～21:00

内　容 学習支援・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

対象者 小・中学生

運営主体

電話番号 058-255-5511（岐阜市社会福祉協議会　地域支援係）

メール

備  考

　ながら　「梅子の家」子ども食堂

場　所 〒502-0071岐阜市長良3076-8

日　時 夏休み、春休み

13:00～16:30　居場所のみ　　11:00～15:00食事提供

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（食事のみ有料）

運営主体 ながら「梅子の家」を運営する会

電話番号 058-213-5723

学習支援としての対象は小中高生ですが、そのご家族の相談は随時受け付けています。また、食事提
供は環境的にできませんが、食料の提供は定期的に実施しています。

連携事業：社会福祉法人岐阜老人ホーム　岐阜市母子寡婦福祉連合会　岐阜市社会福祉
協議会

http://café-waon.com/


メール umegonoie@gifu-min.gr.jp

備  考

場　所 〒500-0027岐阜市長良宮口町1-8-2

日　時 春休み・夏休み 11:30～13:00

内　容 食事提供

参加費 子ども100円

運営主体 おばちゃんちの子ども食堂

電話番号 090-6769-9809

メール as7m-hys@asahi-net.or.jp

備  考

場　所 〒510-3114岐阜市芥見大船1-12-2北

日　時 第２、第４金曜日　16:00～19:00

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 子ども無料、高校生以上300円

運営主体 特定非営利活動法人清雲会エイシンシルバーアカデミー

電話番号 070-1449-2003

メール nposeiunkai@cf6.so-net.ne.jp

備  考

場　所 〒502-0841岐阜市学園町3-21　岐阜市社会的居場所いっぽいっぽ

日　時 毎月第３土曜日（授業日と重なるときは前後に変更）　11:30～13:30

内　容 食事提供

参加費 小学生以下無料、子どもの保護者300円

運営主体 わいわい子ども食堂

電話番号 058-232-2105

メール non.non.u@icloud.com

備  考

場　所 〒501-6131岐阜市高河原101-1　カフェマム

日　時 毎週火・金曜日　17:00～19:00

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 子ども無料、大人300円

運営主体 特定非営利活動法人SHL

　おばちゃんちの子ども食堂

　マムズキッチン

長良フードバンクを始めました。生活物資が必要な時は、連絡してください。

　わいわい子ども食堂

フードバンクよりいただいた食品を配布しています。

　みんなの家

mailto:umegonoie@gifu-min.gr.jp
mailto:as7m-hys@asahi-net.or.jp
mailto:nposeiunkai@cf6.so-net.ne.jp
mailto:non.non.u@icloud.com


電話番号 090-7042-6432

メール shl.cafemom@gmail.com

備  考

場　所

日　時 毎月第３土曜日　11:30～

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 すべて無料

運営主体 医療法人社団　友愛会

電話番号 058-231-2670（Oneぱくキッチン事務局）

メール one-paku@yuuaikai.com

ウエブサイト http://yuuaikai-gifu.or.jp/

備  考

場　所 〒500-8177岐阜市長旗町1-1-1　アクトナガハタ２F

日　時 活動内容により変動

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 活動内容により変動

運営主体 特定非営利活動法人えん

電話番号 080-6103-2610

メール npo.en.gifu@gmail.com

ウエブサイト https://hitotomanabuba.com/

備  考

場　所 〒500-8314岐阜市鍵屋西町2-56-4  個別指導塾Mahalo

日　時 毎週月曜日～金曜日　18:00～20:00　毎週土曜日13:00～15:00（軽食付き）

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

参加費 子ども無料

運営主体 一般社団法人　キッズベース

電話番号 058-333-1707

メール mahalogifu0701@gmail.com

ウエブサイト https://mahalogifu.com/

備  考

〒502-0006岐阜市粟野西8-132（岩砂ローズガーデン）
〒502-0002岐阜市粟野東5-173-1（You＆Iの森いわのだ　地域交流スペースふらっと広場）

　子ども食堂Mahalo

　ぎふのえだ豆

　人と学ぶ場ふらっと

誰もが利用できる食堂です。どなたでも気軽にお越しください。子ども食堂の後には「はなそうふらっとカ
フェ」を開いております。悩みのある方はどんな相談でも受け付けます。（有料）」吐き出して元気になり
ましょう。体調の悪い方はお控えください。

無償学習支援を実施しています。

　Oneぱくキッチン

地域の方なら誰でも参加でき、世代を超えた交流が生まれています。

mailto:shl.cafemom@gmail.com
http://yuuaikai-gifu.or.jp/
mailto:npo.en.gifu@gmail.com
https://hitotomanabuba.com/
mailto:mahalogifu0701@gmail.com
https://mahalogifu.com/


場　所 〒502-0932岐阜市則武中4-19-4

日　時 毎月第１日曜日　15:00～18:30

内　容 食事提供

参加費 子ども100円、大人200円

運営主体 ぎふしのえだ豆子ども食堂

電話番号 058-232-3811

メール

備  考

場　所 〒500-8404 岐阜市華陽5-11 「華陽公民館」

日　時 毎週土曜日　17:00～19:00

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、保護者300円

運営主体 防災・災害・子ども支援チームひまわり

電話番号 080-5064-8337

メール team.akimoto0713@gmail.com

備  考

場　所 〒502-0827 岐阜市平和通り2-5

日　時 毎月第２・４土曜日　第3日曜日　11:30～13:30

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

参加費 小学生未満無料、小中学生100円、高校生以上300円

運営主体 おばぁちゃんちの子ども食堂　西っ子

電話番号 090-7039-9595

メール

備  考

場　所 〒502-0066 岐阜市長良仙田町5　「長良ひまわり社別館」

日　時 毎週土曜日　9:30～11:30

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

参加費 誰でも　200円

運営主体 社会福祉法人長良福祉会　長良ひまわり社

電話番号 058-295-4026

メール nagarahimawarisha@gmail.com

備  考

カレーライスを提供しています。テイクアウトの場合はカレーを入れる容器を持参してください。

　えがお食堂　

　おばぁちゃんちの子ども食堂　西っ子

　ひまわり子ども食堂

mailto:team.akimoto0713@gmail.com
mailto:nagarahimawarisha@gmail.com


場　所 〒501-0105 岐阜市河渡3-22-1　「炭焼うなぎの政虎」店内

日　時 毎月第２・４木曜日　その他不定期開催

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 子ども無料、大人100円

運営主体 非営利団体ナナカフェ

電話番号 070-4461-9215

メール sense01100110@yahoo.co.jp

備  考

場　所 〒500-8211 岐阜市日野東4-10-18 「ベーカリー＆カフェ　プー・アー・プー」

日　時 毎月最終金曜日16:30～17:30（冬季は16:00～17:00）

内　容 食事提供

参加費 無料（対象は日野地区の小学生以下の子ども）

運営主体 社会福祉法人舟伏

電話番号 058-213-6100

メール funabuse@alpha.ocn.ne.jp

備  考

場　所 〒500-8833 岐阜市神田町3-3　「加藤石原ビル２F」

日　時 毎月第３または第４月曜日18:00～21:00　

内　容 居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 無料（対象は幼児から20代後半）

運営主体

電話番号

メール info@19hz.org

備  考

場　所 〒502-09121岐阜市西島町3-7宮崎サイクル内「かたくりこ」

日　時 毎月第２・４土曜日　11:00～14:00

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 子ども100円　大人200円

運営主体

電話番号 090-6769-7102

メール michimichi.---.---.0704@docomo.ne.jp

備  考

　おこさまレストランかたくりこ

　こども食堂ナナカフェ　

利用希望者はみな対象です。

　ひのっ子食堂ふなぶせ

　夜の子どもの居場所ごろごろ

毎月月末金曜日にパン屋プー・アー・プーのパンを無料配布しています。

mailto:sense01100110@yahoo.co.jp
mailto:michimichi.---.---.0704@docomo.ne.jp


場　所 〒502-0071岐阜市長良3076-8

日　時 毎月第３日曜日　14:00～16:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 サロン100円、おすそ分け会100円（対象はひとり親家庭の親子）

運営主体 ひとり親Cheers

電話番号 050-3561-5087

メール hitorioyacheers@gmail.com

備  考 ひとり親同士の交流会開催。大学生ボランティアの学習支援実施（事前申込制）。

場　所 〒501-1172 岐阜市下鵜飼1678-35ダイアローグ3「café　de Angel」 

日　時 毎月第３土曜日12:00～14:00　

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 18歳まで無料、大人200円

運営主体 非営利活動法人あんじゅ

電話番号 058-234-5678

メール angel.anju.angel.anju.angel.anju@gmail.com

備  考 コロナ禍のためお持ち帰りのみで対応。

　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」

場　所

日　時 毎週土曜日 14:00～16:00 、中３生のみ家庭派遣週２回（夏、冬休み、平日あり）

内　容 学習支援、相談支援

対象者 幼児・小・中学生

運営主体 一般財団法人岐阜県母子寡婦福祉連合会　

電話番号 090-6597-8078

メール gakubora@shien-gifu.sakura.ne.jp

備  考 http://shien-gifu.sakura.ne.jp/gakusyu.html

　学びサポート教室（愛称：まなさぽ）

場　所

日　時 第２・４土曜日　9:30～11:30

内　容 学習支援

羽島市内のひとり親家庭のお子さんが対象です。

「大日堂別棟」羽島市竹鼻町飯柄854
「八幡自治会公民館」羽島市竹鼻町飯柄847-2

　子ども食堂兼みんなの食堂

〒501-6255羽島市福寿町浅平3-25「羽島市福祉ふれあい会館２Ｆ」

　シングルマザー＆ファーザーのホッとサロン　同時開催リユース品交換会＆おすそ分け会

mailto:michimichi.---.---.0704@docomo.ne.jp
mailto:gakubora@shien-gifu.sakura.ne.jp
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/gakusyu.html


対象者 小学４年生～中学3年生

運営主体 （福）羽島市社会福祉協議会

電話番号 058-391-0631

メール chiiki@hashima-shakyo.or.jp

ウエブサイト http://hashima-shakyo.or.jp

備  考

　あひる・エリック学習教室

場　所

日　時 土曜日　16:00～19:00　依頼のあった日

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・中・高校生、大人

運営主体

電話番号 090-3935-2125

メール

備  考

　たけはな子ども食堂

場　所

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

運営主体 はしま竹の子会

電話番号 058-322-8725

メール yjcyq584@yahoo.co.jp

備  考

　フリースペース・コンテナ

場　所

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

参加費

運営主体 社会福祉法人　岐阜羽島ボランティア協会

電話番号 058-372-3001

メール info@volavola.org

ウエブサイト https://www.volavola.org/

備  考

　こどもがセンター（旧子ども食堂ぎふネットワーク）

子どもたちの「わかった！」「できた！」という声が聞かれる教室を目指しています。

〒501-6229　羽島市正木町坂丸1-50　「コンテナのアオキ」

月～金曜日　9:30～15:00

無料

〒501-6241羽島市竹鼻町3066

〒501-6216　羽島市小熊町島5-41

毎月第１・３火曜日　17:00～20:00

子ども100円、大人200円

利用相談、施設見学は随時受け付けています。活動内容、日時は本人の希望や興味関心、短期目標
などに合わせ個別に対応しています。主な活動場所は、「コンテナのアオキ」ですが、場合によっては当
法人が運営する他施設での活動も提案することがあります。学習支援にこだわらず、かみなり村全体
で、様々な活動と機会の提供を行っています。

mailto:fukushi@hashima-shakyo.or.jp
http://hashima-shakyo.or.jp/
mailto:yjcyq584@yahoo.co.jp
mailto:info@volavola.org
https://www.volavola.org/


場　所

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

参加費

運営主体 一般社団法人こどもがセンター

電話番号 058-377-3431

メール yjcyq584@yahoo.co.jp

ウエブサイト

備  考

　各務原市　

　ららら学習室・ステップ

場　所

日　時 隔週土曜日　10:00～11:40

内　容 学習支援

対象者 小学生（４～６年）

運営主体 各務原市教育委員会　学校教育課

電話番号 058-383-1118

メール gakkokyoiku@city.kakamigahara.gifu.jp

備  考

　ららら学習室・ジャンプ

場　所

日　時 毎週水曜日または木曜日（会場による）　18:30～20:30

内　容 学習支援

対象者 中学生

運営主体 各務原市教育委員会　学校教育課

電話番号 058-383-1118

メール gakkokyoiku@city.kakamigahara.gifu.jp

備  考

　古民家えんがわ

〒501-6304　羽島市舟橋町出須賀2丁目8番

分かる・できる喜びが少しでも感じられるように、一人一人に寄り添って学習支援を行うよう心がけてい
ます。

分かる・できる喜びが少しでも感じられるように、一人一人に寄り添って学習支援を行うよう心がけてい
ます。

①安心して過ごせる居場所（こども食堂サポート）②栄養バランスのとれた食事・食材の提供（フードバ
ンク）③基本的な生活習慣（カウンセリング）④寄り添った学習支援⑤非認知能力を育む体験の提供（ア
ウトドア体験）等５つの機会を地域の実態に応じたモデルで子ども達に提供しています。

高校生以下無料　大人200円

毎月第１・３火曜日　17:00～20:00

「各務原市教育センターすてっぷ」（各務原中央図書館4階）　各務原市那加門前町3-1-3
「鵜沼福祉センター」　各務原市鵜沼羽場町1-217

「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
「川島ライフデザインセンター」　各務原市川島河田町1028-1
「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
「鵜沼福祉センター」　各務原市鵜沼羽場町1-217
「蘇原コミュニティセンター」　各務原市蘇原野口町1-1-3
「稲羽コミュニティセンター」　各務原市上戸町3-324
「那加福祉センター」　各務原市那加雲雀町15
「鵜沼東福祉センター」　各務原市鵜沼山崎町4-8

mailto:gakkokyoiku@city.kakamigahara.gifu.jp


場　所

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

運営主体

電話番号 090-7863-2288

メール machinogoen@gmail.com

備  考

　こもれび子ども食堂

場　所

日　時 夏休み、学校の振替休業日など不定期　11:45～12:30

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 小学生無料、大人300円

運営主体 社会福祉法人小松河福祉会

電話番号 0586-89-6418

メール sfk@chocoji.com

ウエブサイト https://sfk.wpblog.jp/

備  考

　Everyone's Home　みんなのいえ

場　所

日　時 毎月第３日曜日　9:00～13:00

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

参加費 中学生以下200円　高校生以上300円　

運営主体 Everyone's Home　みんなのいえ

電話番号 090-6087-6407

メール f.e.leve.u1arigat@gmail.com

備  考

　ぎふ各務原・こども宅食ほっぺ便

場　所

日　時 毎月１回

内　容 食事提供

参加費 無料（対象はコロナ禍で困窮状態となった各務原市内の子育て世帯）

運営主体 シングルマザーとその子どもたちの会～freelyk～

電話番号 080-4215‐6382

メール freelyfreely66@gamil.com

子育て世代の応援隊です。誰でも大歓迎、昼食提供を通じてみんなが集まる場所を作り隊。

事前申し込み制です。感染症対策を行いながら短時間で食事の提供とレクリエーションを行っていま
す。

〒509-0104各務原市各務おがせ町5-75

毎月第１・３木曜日　10:00～13:00

子ども100円、大人300円

〒501-6022各務原市川島松倉町2370-32

〒504-0925 各務原市松本町2-10エール21　１階

mailto:info@alcokogyo.co.jp
mailto:sfk@chocoji.com
https://sfk.wpblog.jp/
mailto:f.e.leve.u1arigat@gmail.com
mailto:f.e.leve.u1arigat@gmail.com


備  考

　ふれあい食堂

場　所

日　時 毎月第３日曜日

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 中学生以下無料　高校生以上300円　

運営主体 各務原ボランタリーハウスふれあい食堂

電話番号 090-1835-4709

メール mikarin6260@icloud.com

備  考

　山県市

　山県市地域未来塾推進事業　Fight Basic

場　所

日　時

内　容 学習支援

対象者 中学生・高校生

運営主体 山県市教育委員会

電話番号 0581-22-6845

メール shogai@city.gifu-yamagata.lg.jp

備  考

 とみっ子カフェ

場　所

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

運営主体 富岡ボランティアグループ

電話番号

メール

備  考

 やまっ子食堂

場　所

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり

毎月第１・３木曜日（高富中央公民館） 17:00～19:00
毎月第２・４火曜日（美山中央公民館・伊自良中央公民館） 17:00～19:00

高校生以上は協力金（金額は決まっていない）

とみっ子カフェに関する問い合わせは山県市社会福祉協議会へお願いします。
0581-52-3010

「高富中央公民館」　山県市佐賀588-2
「美山中央公民館」　山県市岩佐1177-1
「伊自良中央公民館」　山県市大門912-1

自習を基本とした質問形式による個別指導です。教員経験者や教員志望の学生などが学習支援員とし
てサポートします。

〒501-2105 山県市高富1095　コーポ佐賀１F

毎週木曜日　16:30～19:00

偶数月第３土曜日　11:00～12:30

「進禄寺」〒504-0844 各務原市蘇原吉新町2‐20

子どもかお年寄りまで、地域の方々の居場所づくりを目指しています。

〒501-2104 山県市西深瀬1113-1　「富岡公民館」

mailto:f.e.leve.u1arigat@gmail.com


参加費

運営主体 やまっ子食堂

電話番号 0581-22-3550

メール

備  考

 あったか広場やまがた

場　所

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費

運営主体 山県市社会福祉協議会

電話番号 0581-23-1211

メール community@y-shakyo.or.jp

備  考

　瑞穂市

　みずほわくわくスクール　こども食堂

場　所

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

対象者 小学生　中学生　高校生　大人

運営主体 瑞穂市社会福祉協議会

電話番号 058-327-8610

メール soudan@mizuho-shakyo.org

備  考

　ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業

場　所

日　時

内　容 学習支援・居場所づくり・相談支援

対象者 中学生

運営主体 瑞穂市

電話番号 058-322-3022

メール kosien@city.mizuho.lg.jp

ウエブサイト https://www.city.mizuho.lg.jp

〒501-0222　瑞穂市別府1283 「瑞穂市総合センター内」

〒501-2104 山県市東深瀬696-1

不定期（毎月1回　長期休暇時は複数回）

無料（対象は小・中・高生　保護者同伴の場合は幼児可）

〒501-0222　瑞穂市別府

毎週月曜日 17:30～19:00

子ども無料　大人200円

毎週火曜日　毎月第３火曜日 1715～18:45

mailto:kosien@city.mizuho.lg.jp
mailto:kosien@city.mizuho.lg.jp
https://www.city.mizuho.lg.jp/


備  考

　ちょっとよってみ食堂

場　所

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・地域づくり

参加費

運営主体 市民団体　ちょっとよってみ

電話番号 058-322-6502

メール mt.fumotoyo@yb4.so-net.ne.jp

備  考

 みずいろ食堂

場　所

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費

運営主体 日本水機工（株）

電話番号 058-372-5568

メール mizukikou@air.ocn.ne.jp

備  考

　本巣市

場　所 〒500-8177岐阜市長旗町1-1-1　アクトナガハタ２F

日　時 活動内容により変動

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 活動内容により変動

運営主体 特定非営利活動法人えん

電話番号 080-6103-2610

メール npo.en.gifu@gmail.com

ウエブサイト https://hitotomanabuba.com/

備  考

年齢制限を行わず、居場所が必要な子ども・若者の受け入れをしています。多様な活動の担い手がい
ることが持ち味。教員OBや教育関係の大学生の他、一般市民、元不登校・ひきこもり当事者、当事者
家族、カウンセラー、電気屋、福祉療育の職員等、多様なチームアプローチを実践しています。

　人と学ぶ場ふらっと

誰もが利用できる食堂です。どなたでも気軽にお越しください。子ども食堂の後には「はなそうふらっとカ
フェ」を開いております。悩みのある方はどんな相談でも受け付けます。（有料）」吐き出して元気になり
ましょう。体調の悪い方はお控えください。

＜その２＞子ども食堂・居場所：第１・３土曜日　10:00～15:00　第４水曜日　10:00～13:30

毎月第２土曜日　10:00～13:30

子ども100円　大人200円　ぎふっこカード、ミナモカード提示で無料

地域や年代を問わない、誰でも気軽に参加できる活動を実施。午前中は地元の大学生が中心になって
楽しいレクリエーションや体験活動を提供しています。

学校の長期休暇期間中は、期間限定の週1回学習支援・子ども食堂も実施

〒501-0223 ＜その１＞瑞穂市穂積1016-8 ＜その２＞瑞穂市穂積888-2

＜その１＞駄菓子屋：第２水曜日　15:00～17:00

駄菓子屋：1回100円～　子ども食堂：子ども無料、大人200円

主に子どもや子育て期間中の親を中心にした居場所づくり活動を実施。子どもが自然に寄り合う居場所
づくりを起点として、親や地域の住民・企業などがその活動を支える小地域モデルの居場所づくり活動
を目指しています。

〒501-0231 瑞穂市野白新田85-9

mailto:mt.fumotoyo@yb4.so-net.ne.jp
mailto:mizukikou@air.ocn.ne.jp
mailto:npo.en.gifu@gmail.com
https://hitotomanabuba.com/


　岐南町

　子どもの学習支援事業　「マイルーム」

場　所

日　時 第1・３水曜日16:00～18:00　夏休み毎週水曜日9:00～12:00　　

内　容 学習支援

対象者 小・中学生

運営主体 社会福祉法人　岐南町社会福祉協議会

電話番号 058-240-2100

メール ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

ウエブサイト https://www.ginan-shakyo.jp/

備  考

　子ども食堂事業　

場　所

日　時 第1・３水曜日　18:00～　　

内　容 食事の提供

対象者 子どもの学習支援事業「マイルーム」参加者

運営主体 社会福祉法人　岐南町社会福祉協議会

電話番号 058-240-2100

メール ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

ウエブサイト https://www.ginan-shakyo.jp/

備  考

　子ども宅食事業　「みんなのごはん便」

場　所

日　時 毎月最終木曜日（弁当の配布）　17:00～19:00

内　容 食事の提供

対象者 小・中学生、保護者

運営主体 社会福祉法人　岐南町社会福祉協議会

電話番号 058-240-2100

メール ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

ウエブサイト https://www.ginan-shakyo.jp/

備  考

　かがやき食堂

場　所

日　時 毎月第３木曜日　17:00～19:00

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

〒501-6014　羽島郡岐南町薬師寺4-12

〒501-6004　羽島郡岐南町野中8-75岐南町総合健康福祉センター

〒501-6004　羽島郡岐南町野中8-75岐南町総合健康福祉センター「やすらぎ苑学習室」

〒501-6004　羽島郡岐南町野中8-75岐南町総合健康福祉センター

https://www.ginan-shakyo.jp/
https://www.ginan-shakyo.jp/
https://www.ginan-shakyo.jp/


参加費 中学生以下１００円　高校生以上３００円

運営主体 医療法人　かがやき

電話番号 058-213-7830

メール info@sogo-zaitaku.jp

ウエブサイト www.sogo-zaitaku.jp

備  考

　うれしのこども食堂

場　所

日　時 隔月土曜日　11:30～12:30

内　容 食事提供

参加費 一人100円

運営主体 社会福祉法人登豊会

電話番号 058-259-3300

メール eiyou@ureshino.or.jp

備  考

　冒険遊び場　ひみつのあそびば（プレーパーク）

場　所

日　時

内　容 多世代交流・地域づくり

参加費 無料

運営主体 ぎなんプレーパークの会

電話番号 090-2943-4955

メール ginanplaypark@gmail.com

ウエブサイト https://www.facebook.com/ginanplaypark/

備  考

　ふせやの森

場　所

日　時 毎週水曜日　10:00～15:00

内　容 居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 １回あたり300円

運営主体 ぎなんプレーパークの会

電話番号 090-2943-4955

メール ginanplaypark@gmail.com

ウエブサイト https://www.facebook.com/fuseyanomori/

〒501-6006　羽島郡岐南町伏屋8－33　「特別養護老人ホーム岐南千寿うれし野」

テイクアウトの時期は、弁当販売にならないように原則無料で実施しています。（寄付箱を置いて余裕の
ある方にはご寄付をいただいています。

〒501-6011　羽島郡岐南町内の神社や公園など

子どもに伸び伸び遊ぶ場を提供しつつ、多世代交流を図る取り組みをしています。今年度は岐南町以
外の地域へ出張プレーパークを開催し、遊びを通して地域づくりを行う手助けも行っています。

〒501-6006　羽島郡岐南町

毎月第１土曜日　10:00～15:00（プレーパーク）

mailto:info@sogo-zaitaku.jp
http://www.sogo-zaitaku.jp/
mailto:eiyou@ureshino.or.jp
mailto:ginanplaypark@gmail.com
https://www.facebook.com/ginanplaypark/
mailto:ginanplaypark@gmail.com
https://www.facebook.com/fuseyanomori/


備  考

　笠松町

　学ん Day Park

場　所

日　時

内　容 学習支援・居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

対象者 小・中学生

運営主体 笠松町社会福祉協議会

電話番号 058-387-5332

メール kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp

ウエブサイト https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/

備  考

　中高生居場所「おやつ会議」　「ティーンズスぺース」

場　所

日　時

内　容 居場所づくり

対象者 中学生、高校生

運営主体 かさまつ子どものまち

電話番号 090-6803-0627

メール minikasayokocho@gmail.com

ウエブサイト https://www.facebook.com/minikasayokocyo

備  考

　北方町

　キタガタみなみサタデースクール

場　所

日　時

内　容 学習支援・食材の提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

対象者 未就学児（保護者の付き添い）・小・中・高校生・大人

運営主体 北方町立北方南小学校学校運営協議会

電話番号 090-6610-2194

メール

備  考
学びと遊びを通して地域の子どもたちと大人が繋がる“もう一つの居場所”として子どもたちの気持ちに
寄り添い、成長を見守る、そんな活動を行っています。

昨年6月から空き家を貸していただき、平日昼間の子どもの居場所を開いています。

毎月第２・４木曜日　16:00～19:00
夏休み中２日間、春休み中２日間

〒501-6063 羽島郡笠松町長池408-1「笠松町福祉健康センター」

〒501-0456　本巣郡北方町高屋条里2-22　「北方町広域勤労青少年ホーム２F」

長期休業期間中に１～３回程度（春・夏・秋・冬休み中）　10:00～12:00

小学1年生から中学３年生対象です。定期的に保護者の方との面談も実施します。

〒501-6083　羽島郡笠松町常磐町6　笠松中央公民館　笠松町桜町93　笠松町こども館内

「おやつ会議」毎月第１木曜日　19:00～21:00　「ティーンズスペース」毎月第2水曜日　18:00
～21:00

中高生が自由に過ごす場です。宿題をしている子、ゲームをしている子、おしゃべりしている子、本を読
んでいる子などいろいろです。お寺のおさがりのおやつがあります。（コロナ禍中はお土産に持ち帰り）。

https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/
https://www.facebook.com/minikasayokocyo


　みんなのお家　子ども食堂

場　所

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 中学生以下100円、高校以上300円

運営主体 北方町社会福祉協議会

電話番号 058-324-6550

メール info@kitagatashakyo.or.jp

ウエブサイト https://kitagatashakyo.or.jp

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。

毎月第４土曜日　11:30～13:30

〒501-0431　本巣郡北方町北方1348-1

mailto:info@kitagatashakyo.or.jp
https://kitagatashakyo.or.jp/

