
　【中濃圏域の子どもの居場所等一覧】

　関市

　無償学習支援教室「てらこや文殊堂」

場　所 〒501-3241　関市東日吉町34　広福寺境内「文殊堂」

日　時 小学生教室：毎週火曜日　18:30～21:00　　中学生教室：毎週木曜日18:30～21:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援

対象者 小学生・中学生

運営主体 NPO法人　子援隊

電話番号 090-7605-4100

メール r.sato@poppy.ocn.ne.jp

備　考

　せきまちなか子ども食堂

場　所 〒501-3244  関市福野町1-5-19

日　時 毎月第３・４土曜日　10:00～13:30　毎週水曜日　18:00～20:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 子ども、大人とも100円

運営主体 NPO法人ヘルシーライフせき

電話番号 090-7609-1166

メール sorayukihirom1965@ezweb.ne.jp

ウエブサイト ｈｔｔｐｓ：//www.mtec-hp.com/kodomoshokudougifu/index.ph

備　考

　美濃加茂市

　美濃加茂市学習支援教室

場　所 〒505-0031 美濃加茂市新池町3-4-1美濃加茂市総合福祉会館「すこやかタウン美濃加茂」　

勉強会と食育を毎週行っています。

mailto:sorayukihirom1965@ezweb.ne.jp


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・中学生

運営主体 社会福祉法人　美濃加茂市社会福祉協議会

電話番号 0574-28-6111

メール info@minokamo-shakyo.or.jp

ウエブサイト https://minikamo-shakyo.or.jp/

備　考

　はちや子ども食堂

場　所 〒505-8076  美濃加茂市蜂屋町伊勢751-2　honeybees　

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 高校生以下200円　　保護者300円

運営主体 特定非営利活動法人大和Company

電話番号 090-5874-6430

メール info@yamatoco.org

ウエブサイト https://yamatoco.org/

備　考

　やまのうえ子ども食堂

場　所 〒503-0003　美濃加茂市山之上町3457-1 山の上交流センター

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

対象者 幼児・小・中学生・保護者　一人300円　

運営主体 やまのうえ子ども食堂

電話番号

メール

備　考

　コロナ禍で地域が繋がるこども食堂　こども食堂太陽

場　所 〒503-0003　美濃加茂市山之上町3457-1 山の上交流センター

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

対象者 誰でも　子ども：無料　大人：200円

運営主体 こども食堂太陽

電話番号 090-3968-9211

メール yamanoue.taiyou@gamil.com

子どもの学習・居場所支援のほか、保護者についても研修や交流会を通して、ひとり親の不安や孤立を
防ぐように実施しています。

毎週金曜日　17:30～19:30  ・毎週土曜日　13:00～16:00
夏休み4日間　9:00～12:00

不定期（夏休みなど長期休みの時に実施）

毎月第３金曜日　17:00～18:00

事前予約が必要です。現在はテイクアウトのみで実施しています。

事前予約が必要です。現在はテイクアウトのみで実施しています。

毎月第４土曜日or日曜日　11:30～13:00

mailto:info@minokamo-shakyo.or.jp
https://minikamo-shakyo.or.jp/
mailto:info@yamatoco.org
https://yamatoco.org/
mailto:yamanoue.taiyou@gamil.com


ウエブサイト https://www.instagram.com/yamanoue.taiyou/

備　考

　可児市

　シシ丸王国　寺子屋とことん塾　自然体験学習　むかしのあそび

場　所

　

日　時

内　容 学習支援・居場所づくり・相談支援

対象者 小・中学生、保護者

運営主体 シシ丸王国寺子屋とことん塾

電話番号 0574-65-2282　（春里地区センター0574-65-2006）
 

メール

備　考

　学習支援教室

場　所 〒509-0207　可児市今渡682-1 「可児市福祉センター」

日　時 第２・４月曜日　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　可児市社会福祉協議会

電話番号 0574-62-1555

メール kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

ウエブサイト http://www.kanishishakyo.or.jp

備　考

　英語学習支援教室

場　所 〒509-0207　可児市今渡682-1 「可児市福祉センター」

日　時 第１・３月曜日　17:00～19:00

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 中学生（無料）　

運営主体 英語学習支援教室

電話番号 0574-62-1555（可児市社会福祉協議会）

メール

備　考

　広見英語教室

学習が苦手な子どもたちをとことん面倒見ます。学習の楽しさを学ぶことができます。

テイクアウトにプラス、感染予防対策をとりながら楽しめるアトラクションを提供し、喜んで笑顔で帰って
いただけるように工夫しています。

〒509-0252　可児市矢戸407 「春里地区センター」　（寺子屋とことん塾）
野外　可児市内の田畑　（自然体験学習）
可児市立広陵中学校内第2ばら教室KANI　（むかしのあそび）

第１・３金曜日　17:00～19:00　（寺子屋とことん塾）
4月、8月、10月、11月　（自然体験学習）
2か月に1回　（むかしのあそび）

https://www.instagram.com/yamanoue.taiyou/
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場　所 〒509-0214　可児市広見7-77 「広見地区センター」

日　時 毎週土曜日　18:00～19:30

内　容 学習支援

対象者 ひとり親家庭等の中学生（無料）

運営主体 広見英語教室

電話番号 090-9941-8158

メール

備　考

　外国人の子どもの学習補習教室「きぼう教室」「きぼう放課後教室」

場　所 〒509-0203　可児市下恵土1185-7

日　時

内　容 学習支援・居場所づくり

参加費 小学生2,000円/月　中学生4,000円/月　兄弟割引　減免制度あり

運営主体 可児市国際交流協会

電話番号 0574-60-1200

メール

備　考

　姫こども食堂

場　所 〒509-0245可児市下切1530　姫治地区センター

日　時 毎月第４土曜日　8:00～13:00　食事は11:00～

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 幼児無料、高校生以下の子ども100円、保護者300円

運営主体 姫治地区センター（姫なごみ）

電話番号 0574-62-7158

メール

備　考

　コミュニティハウスえん

場　所 〒509-0257可児市長坂8-197

日　時 毎月第４土曜日　11:00～14:00

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100円、大人300円

運営主体 NPO法人みぃ～んなげんき

電話番号 0574-65-1750

メール mii-nnagenki@chic.ocn.ne.jp

備　考

子ども達が調理、配膳、司会進行、読み聞かせ、乳幼児学級にも提供しています。

外国につながる子どもたちの背景を理解し寄り添いながら、学習のつまずきに対し、個別、グループで
の学習指導をしています。

毎週火・木曜日　18:30～20:00（対面とオンライン）
毎週土曜日　10:00～12:30　13:00～15:00　15:30～18:30

ひとり親家庭の中学生を対象にした英語教室です。ワークと教科書を使った基礎トレーニングを中心に
学習支援をしています。

mailto:mii-nnagenki@chic.ocn.ne.jp


　桜ヶ丘こども食堂

場　所 〒509-0235　可児市皐ケ丘6-1-1　「可児市桜ケ丘地区センター」内

日　時 毎月第２土曜日　10:30～13:30

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 いきいき桜のつどい　こども食堂

電話番号 0574-64-1371

メール

備　考

　地域たすけあいの会

場　所 〒509-0202　可児市中恵土1473-7

日　時 毎日　16:00～17:30

内　容 食事提供・相談支援・多世代交流・地域づくり

参加費 無料　

運営主体 地域たすけあいの会

電話番号 090-9051-4148

メール gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

ウエブサイト https://facebook.com/gifu.chiikitasukeainokai/

備　考

　地域たすけあいの会（こども食堂）

場　所 〒509-0202　可児市中恵土1473-7

日　時 毎週土曜日　11:30～14:00

内　容 食事提供・相談支援・多世代交流・地域づくり

参加費 無料　

運営主体 地域たすけあいの会

電話番号 090-9051-4148

メール gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

ウエブサイト https://facebook.com/gifu.chiikitasukeainokai/

備　考

　かわい子どもの家

場　所 〒509-0201　可児市川合897

日　時 毎月第３土曜日　12:00～

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 小～高校生　200円　　大人　300円

運営主体 かわい子どもの家

電話番号 090-1727-9982

メール kawaikodomonoie@gmail.com

mailto:gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp
https://facebook.com/gifu.chiikitasukeainokai/
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備　考

　かにっ子食堂

場　所 〒509-0206　可児市土田2548-561　有限会社可児設備ショールーム

日　時 第１月曜日　16:00～19:00

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 地域住民　子ども100円、大人300円

運営主体 かにっ子食堂

電話番号 090-4231-6197

メール

備　考

　郡上市

　おてんと食堂

場　所 〒501-5124郡上市白鳥町大島428-1
 

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 一人300円（18歳以下1回100円のチケット販売有）

運営主体 おてんと食堂

電話番号 090-7913-9383

メール akatan.ino.12@gmail.com

備　考

　とりあえず食堂

場　所 〒501-4606　郡上市大和町河辺830-1　「とんかつ　かつ弥」
 

日　時

内　容 食事提供

参加費 子ども無料　大人300円　弁当200円

運営主体 株式会社27

電話番号 090-4111-4878

メール qqpc7bq9k@marble.ocn.ne.jp

備　考

　さんさん食堂

場　所 〒501-5303　郡上市高鷲町大鷲2056（サンエイ食品）
 

日　時

内　容 食事提供・居場所づくり

活動場所を地域の民間企業（有限会社可児設備）が提供し、ボランティアスタッフでお弁当を作っていま
す。地域住民を対象に、５０～１００食分のお弁当をテイクアウトで提供しています。

第３土曜日　11:00～13:00（不定期）

毎月第２火曜日　17:00～20：00　長期休暇中は弁当配布

毎週金曜日、毎月第２，３土曜日　11:00～16:00

人が「生きるということ」をやめないように、皆で寄り添い励まし合う居場所を作っています。
皆でご飯を食べて元気いっぱいになり、人は一人ではないと心から感じられる場所になるよ
うに取り組んでいます。食事作りや各種イベントを企画し、楽しい時間を過ごしています。

mailto:akatan.ino.12@gmail.com


参加費 子ども100円　大人300円

運営主体 さんさんハウス

電話番号 0575-72-5187

メール

備　考

　川辺町

　川辺町未来塾

場　所 〒509-0393　加茂郡川辺町中川辺1518－4　「川辺町中央公民館」

日　時 毎週土曜日13:30～15:30

内　容 学習支援

対象者 中学生

運営主体 川辺町教育委員会

電話番号 0574-53-2623

メール shougai@kawabe-gifu.jp

備　考

　学習支援「スクールビイング」

場　所 〒509-0303　加茂郡川辺町石神128　「川辺町やすらぎの家」２Ｆ大研修室

日　時 毎月第１・３火曜日16:30～18:30　夏休み・春休み9:00～12:00

内　容 学習支援・食事提供

対象者 小学生　

運営主体 川辺町社会福祉協議会

電話番号 0574-53-2121

メール yasuragi@jasmine.ocn.ne.jp

ウエブサイト http://www.kawabeshakyo.jp

備　考

　とうのうこどもキッチン

場　所 〒509-0305　加茂郡川辺町西栃井400　「天理教東濃大教会」

日　時 毎月1回（活動内容により変動）

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 未就学児　無料、小・中・高校生100円、大人300円

運営主体 天理教東濃大教会（子ども食堂実行委員会）

電話番号 090-4218-6525

メール tono.kodomo@gmail.com

備　考

参加の児童にスタッフの元教員がついて勉強を根気よくみています。学習以外にも工作や季節の行事
などを楽しんでいます。アットホームな雰囲気です。
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　八百津町

　学びのゆうゆう夢広場

場　所 〒505-0301　加茂郡八百津町八百津3836-3　

日　時 毎月2回土曜日　13:30～15:00　　夏休み期間中土曜日 10:00～15:00

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小学校高学年・中学生

運営主体 社会福祉法人　八百津町社会福祉協議会

電話番号 0574-43-4462

メール yaotsu-shakyo@mb.ccnw.ne.jp

ウエブサイト http://www.shakyo.or.jp/hp/hp/982

備　考

　つばき食堂

場　所

日　時 毎月1回（不定期16～19時）

内　容 食事提供・居場所づくり

参加費 子ども100円　大人300円

運営主体 つばき食堂実行委員会

電話番号 090-6395-9548

メール kayorigoto@gmail.com

備　考

　白川町

　カレーの日（同窓会企画）

場　所 〒509-1113加茂郡白川町三川1210-2
 

日　時

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

参加費 小学生、保護者対象　すべて無料

運営主体 社会福祉法人地の塩会　光の子保育園

電話番号 0574-72-2200

メール hikarinoko1954@me.ccnw.ne.jp

備　考

　御嵩町

　ふしみこども食堂

年３回（５，１１，３月開催）土曜日　8:00～12:30

卒園した子どもたちのその後の成長を見守っています。

地域の住民が地域の食材を使用して調理した地産地消のお弁当を提供することを通じて、コロナ禍で
稀薄になった地域のつながりを再生する。

〒505-0301　加茂郡八百津町八百津4345-1「大仙寺」
〒505-0301　加茂郡八百津町八百津3827-1「ナンテン」

本事業は塾のように成績向上を目指すものではなく、お子様の生活支援や学習習慣の形成、人との交
流による健やかな成長のお手伝いを目指すものです。

mailto:yaotsu-shakyo@mb.ccnw.ne.jp
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場　所 〒505-0125可児郡御嵩町伏見485-1
 

日　時

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

参加費 子ども100円、大人500円

運営主体 ふしみこども食堂

電話番号 090-7304-7676

メール touch8.81221@gmail.com

ウエブサイト https://www.facebook.com/fushimi.kodomo.shokudo/

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。

料金は参加費は相談に応じます。状況により無料もあります。

毎月第３金曜日こども食堂　14:00～21:00
不定期で月２～４回開放

mailto:touch8.81221@gmail.com
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〒505-0031 美濃加茂市新池町3-4-1美濃加茂市総合福祉会館「すこやかタウン美濃加茂」　


