
　【西濃圏域の子どもの居場所等一覧】

　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

場　所 〒503-0984大垣市綾野1-2700 「綾野公民館」

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

対象者 小・中・高校生・その他

運営主体 あしたの支援室

電話番号 090-9027-0132

メール keikoko3j@gmail.com

ウエブサイト www.facebook.com/あしたの支援室-175384981517804/

備  考

　和っとひろば＠西地区　みんなの食堂　みんなの居場所

場　所 大垣市西地区センター・大垣西公園
　

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 子ども100円、大人300円  

運営主体 和っとひろば＠西地区　子ども食堂　プレーパーク

電話番号 090-1471-8601

メール marikawai29@hotmail.com

ウエブサイト facebook和っとひろば＠西地区

備  考

　大垣公園プレーパーク

毎月第３土曜日　10:00～14:00
夏休み月水金　　10:00～15:00
毎週水曜日　　　 10:00～17:00

誰もが参加でき、地域で繋がり、楽しく過ごすことができる場づくりをしています。子どもが安心して笑顔
いっぱいに過ごすことができ、一緒に成長できる場を提供します。

毎週月・水曜日（中学生の学習支援）19:00～21:00
毎週土曜日　10:00～18:30（昼食あり）
毎月第１日曜日午後：ひきこもり女子の会（ラルジュ）
夏休み中：毎週水曜日　10:00～12:00

生活困難・不登校・ひきこもりなど、何らかの困難を抱えた子どもたちの学習支援・居場所の提供・訪問
支援・子どもに関する相談をしています。
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場　所 〒503-0887大垣市郭町2-53　大垣公園内　「大垣公園プレーパークハウス」
　

日　時

内　容 居場所づくり・多世代交流

参加費 週末プレーパークイベント参加者のみ、一人材料費100円要

運営主体 特定非営利活動法人　緑の風

電話番号 090-7698-3306

メール midorinokazeoogaki@gmail.com

備  考

　学びバ遊びバ＠やすい  Comeカム食堂＠やすい

場　所 〒503-0831大垣市東前３－１０　大垣市安井地区センター
　

日　時

 
内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 第４土子ども食堂　子ども100円、大人200円　　＊子ども食堂以外は無料

運営主体 みんなの未来をつくる会

電話番号 090-5119-1275

メール minnanomirai@octn.jp

備  考

　ミドリバシこども食堂

場　所 〒503-0908大垣市西外側2-46
　

日　時 2ヶ月に1回　11:30～14:00

 
内　容 食事提供・居場所づくり・地域づくり

参加費 高校生以下100円、大人300円

運営主体 ミドリバシこども食堂の会

電話番号 090-7686-9234

メール tadashi@gendai-arch.co.jp

備  考

  いるかのこそだて

場　所 〒503-0856大垣市新田町3-23-2　DOLPHIN
　

日　時 月に1回　

 
内　容 食事提供・居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 子ども無料、大人300円

運営主体 いるかのこそだて

電話番号 0584-76-3708

通年（雨・雪・警報時及び年末年始を除く）  9:00～17:00

プレーパーク貸出用遊び道具については、都度記名式にして対応。土・日・祝日の貸し出しはイベント終
了後、午後から対応しています。

第４土曜日に子ども食堂を始めました。木曜日の午前中は学習支援をしています。木曜日と土曜日の
午後は、ホールにて遊びバを展開しています。居場所に来る際の行き帰りは、安全に気を付けて来てく
ださい。

ミドリバシこども食堂を定期的に開催し、「楽しい食事と豊かな教育で子どもたちの心を育む」を理念に、
家族や地域の人たちとのコミュニティの場を提供し、「孤食」の問題解決の役に立ちたいと思っていま
す。

毎月第２・３木曜日　13:30～19:00　　第4土曜日　9:30～13:00
夏休み毎週木曜日、土曜日土：9:30～13:00
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メール インスタグラム＠irukanokosodate

備  考

  よっといで！＠北地区　プレーパーク　こども食堂

場　所 大垣市北地区センター
　

日　時 毎月第３日曜日　10:30～14:30（プレーパーク）　11:30～13:30（子ども食堂）　
 

内　容 食事提供・居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円

運営主体 よっといで！＠北地区

電話番号 090-7498-3088

メール momonenechan0217@gmail.com

備  考

  みち草プレーパーク　子ども食堂

場　所 さいがわさくら公園（プレーパーク）　沼田・椿コミュニティセンター
　

日　時 毎月第2日曜日　13:00～16:00（プレーパーク）　毎月1回（子ども食堂）　
 

内　容 食事提供・居場所づくり・相談支援・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円

運営主体 みち草会

電話番号 090-7042-4439

メール mary113119@gmail.com

備  考

  赤坂子どもわくわく塾

場　所 大垣市赤坂東地区センター
　

日　時 毎月第4日曜日　9:30～13:00
 

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 無料

運営主体 赤坂子どもわくわく塾実行委員会

電話番号 0584-71-4743

メール akasakah@octn.com

備  考

　海津市

　海津学習支援の会

場　所 〒503-0411海津市南濃町駒野奥条入会地９９－１ 「海津文化会館」

日　時 毎週木曜日　16:30～19:30

内　容 学習支援

地域の方や周辺の子どもたちが食事を共にし、世代を超えた交流ができるように取り組みます。

冒険遊び場プレーパークの開催や子ども食堂として手づくりお弁当の提供。歩いていける距離での活動
と繋がりに目を向けながら月に一度墨俣城の河川敷にある公園で子どもと大人がごちゃ混ぜに遊び過
ごせるプレーパーク開催。またコミュニティセンターを拠点に、地元食材を使って愛情をこめて作ったお
弁当の提供と地域の子どもの交流の場を開催。

活動メニュー：学習、ものづくり、食事、レクリエーション（軽ストレッチ運動）
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対象者 小学校高学年・中学生

運営主体 海津学習支援の会

電話番号 0584-56-0144

メール nobuhiro19481123@gmail.com

備  考

　ほっとハウス“こんたん家”

場　所 〒503-0321海津市平田町今尾3046

日　時 毎月第３金曜日　15:30～18:30

内　容 食事の提供・居場所づくり

参加費 小・中学生、保護者　全て無料

運営主体 ほっとハウス

電話番号 0584-66-2492

メール kumi.kawai0313@gmail.com

備  考

　養老町

　スマイルゲンちゃん学習会　　

場　所 〒503-1251　養老郡養老町石畑491 「養老町中央公民館」
　

日　時 5月～2月　小学生：9:00～11:00（30回）　中学生：18:00～20:00（20回）

内　容 学習支援

対象者 小・中学生

運営主体 養老町教育委員会　生涯学習課

電話番号 0584-34-2519

メール 16syougai@town.yoro.gifu.jp

備  考

　ようろう子ども食堂

場　所 〒503-1251　養老郡養老町石畑491 「養老町中央公民館」
　

日　時 年間４回（7・8・12・2月）土曜日　テイクアウト時：11:30～12:30　会食時：11:30～13:00

内　容 食事提供

参加費 子ども100円　保護者300円

運営主体 特定非営利活動法人いちご

電話番号 0584-34-2519　090-2138-5340

メール ichigo_kosodate@yahoo.co.jp

ウエブサイト http://ichigo.flier.jp

備  考

学習面で困難を抱えている子の支援を行っています。マンツーマンで学習課題の突破を図り
ます。

「スマイルゲンちゃん学習会」と合わせて開催しています。コロナ禍により、現在はテイクアウト形式で実
施しています。申込期間を設け、先着50名の方に当日お弁当を配付しています。
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　垂井町

　ぎふ子どもの学習支援・垂井教室

場　所 〒503-2121不破郡垂井町1305－2　「垂井町福祉会館」　

日　時 第１・３水曜日17:00～19:00

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小・中学生

運営主体 社会福祉法人　垂井町社会福祉協議会

電話番号 0584-23-3335

メール info@tarui-shakyo.jp

ウエブサイト https://www.tarui-shakyo.jp/

備  考

　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」

場　所 〒503-1501　不破郡関ケ原町関ヶ原2490-29 「関ケ原診療所北棟」

日　時 第２・４木曜日　17:00～19:00　

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小・中学生　

運営主体 社会福祉法人　関ヶ原町社会福祉協議会

電話番号 0584-43-2943

メール sekigahara2943@r9.dion.ne.jp

ウエブサイト http://sekigahara-shakyo.jp

備  考

　輪之内町

　このゆびとまれ

場　所 〒503-0202　安八郡輪之内町大薮944

日　時 第３土曜日　17:00～19:00　

内　容 食事の提供

参加費 誰でも無料

運営主体 NPO法人ピープルズコミュニティ

電話番号 0584-69-5374

メール wa-ecodo@mu.roo.ne.jp

備  考

　安八町

親や学校の先生にも話せないことも、「話せる、聞いてくれるおとな」のいる場所。だれでも来
られる居場所です。
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　たまにはお寺で心身脱落（たま寺）

場　所 〒503-0111　安八郡安八町西結701  覚成寺

日　時 毎月第４水曜日 17:30～19:45　夏休み月・火・木・金8:30～13:30

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100円、大人300円

運営主体 浄土真宗本願寺派　覚成寺

電話番号 0584-62-5618    090-4190-1022

メール y.nakadomari@r8.dion.ne.jp

ウエブサイト http://kakushoji.com/.tamadera/

備  考

　みのむしハウス

場　所 〒503-0115　安八郡安八町氷取144-1

日　時 土曜日　日曜日　祝日　13:00～18:00

内　容 食事の提供・学習支援・居場所づくり・地域づくり

参加費 誰でも無料

運営主体 NPO法人かがやけ安八

電話番号 0584-64-3271

メール npoanpachi@gmail.com

備  考

　大野町

　さなぎの杜

場　所 〒501-0521　揖斐郡大野町黒野913-1　「大野町中央公民館２Ｆ談話室」

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 小・中・高校生　大人　協力金100円

運営主体 一般社団法人さなぎの杜

電話番号 090-1740-7057

メール sanaginomori.minoono@gmail.com

備  考

　池田町

コロナ禍の中、活動が活発にできているとは言えないですが、必要としている子の居場所に
なっていると思います。

心身脱落とは、心も身体もリラックスして、何ものにもとらわれないスーパーフリーな状態。学校でもな
い、家庭でもない、数字で評価されることもない第３の居場所です。「何をしたいのか？何をしてはいけ
ないのか？自分で考えよう」というのが合言葉です。見守りスタッフには多彩な大人が参加しています。
元高校教員、会社員、地元小学校の現役教員、僧侶、大学生、高校生など。夕方5時過ぎから少しずつ
本堂に集まり始め、宿題をしたり、マンガを読んだり、ゲームやスマホで遊んだりして過ごし、夕方6時か
ら3分間瞑想。気持ちを落ち着けてからカレーを食べ、7時半には後片付けをします。

食事の提供を通じて、子どもが多世代と交流する居場所づくりのために「子ども・多世代交流食堂」を開
設・運営しています。

毎週水曜日19:30～21:00　第２・４土曜日13:00～14:30
毎月第２火曜日12:30～14:30　毎月第３火曜日10:00～15:00
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　寺子屋ひろば

場　所 〒503-2417　揖斐郡池田町本郷571-2

日　時 第１・３土曜日9:30～12:00  平日も可

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 小・中・高校生　参加費：200円　　

運営主体 ＮＰＯ法人　まち・ひと・ことづくり工房 ひなぞら

電話番号 0585-77-6667

メール hinazora@gmail.com terakoya@ikedatime.info

備  考

　こども食堂みやじ

場　所 〒503-2406　揖斐郡池田町宮地660-2

日　時 毎月1回　土曜日11:30～13:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・地域づくり

参加費 子ども無料　大人（高校生以上）300円　　

運営主体 こども食堂みやじ

電話番号 0585-45-3624

メール kodomosyokudoumiyaji@gmail.com

備  考

　神戸町

　みんなの居場所みんなの食堂　とまり木

場　所 〒503-2318　安八郡神戸町瀬古210

日　時 毎月第４土曜日　10:00～15:00

内　容 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 誰でも（子どもは無料）

運営主体 こもれび

電話番号 090-1828-6835

メール warattam0ngach1@icloud.com

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。

「地域の子どもたちを地域全体で見守っていきたい」　０才～150才まで誰でもウエルカムで
す。みんなんでのんびりまったり、ほっと一息つきましょう。

学習に不安のあるお子さん、学習・生活環境が整えられないお子さんや保護者の悩みに寄
り添います。学習効果を高めるために、平日も利用できるようになりましたので、お気軽にご
相談ください。
（平日の利用は別途料金がかかりますのでご相談ください。）

地域の居場所に、忙しいママさんパパさんの一食になれば幸いです。
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