
令和4年７月1日現在

月1回程度　不定期 10:30～11：30

第１・３(木)   10：00～（変更あり）

第１(水)　変更あり 10:00～11:00 R2年度生まれ 木之本公民館など

第１(月)　変更あり ①9:30～10:15
②10:45～11:30

第3(火)　変更あり 10:30～11:30

月２回(金) 10:30～

月２回　　　　　 10:00～

第２(火) 10:00～11:00

不定期 10:30～11:30

第２(水)　　不定期 10:00～10:45 島公民館など

月1回　不定期 午前

奇数月第３(木) 10:30～11:00(変更あり)

月１回　第３(水)または(木)
（変更あり）

10:00～

第１(木)　不定期
※1・4・8・10月休み

10:30～11:30

7月10月12月3月第3水曜日 10:00～11:00（予約制）

6月～3月第2月曜日（8月、1月休
み）

10:30～11:30（予約制） 芥見南公民館

第４(月)　変更あり　 10:30～11:30

第２(月)　変更あり 10:30～11:30

0歳児 親子ふれあい教室 第４(火)　7/26(火)～開始
10:30～11:30(予約制)
（申込先：長森南公民館）

第２(火)
※４月・８月は休み

10:00～11:30(予約制）
（申込先：長森南公民館）

第２(火)　変更あり 10:00～11:30

第２(月)　変更あり 10:00～11:30

月１回　不定期　　　　　 10:00～(変更あり)

月１回　不定期　　　　　 10:00～(変更あり)

0歳児をもつ親の会       　
第4(月)
※８月は休み
１１月は第5(月)・１２月は第３(月)

10:00～11:00
（休止中）

第１(水)　変更あり
※1月・８月は休み

10:30～11:30

0歳児をもつ親の会　　 第２(木)
※８月は休み

10:00～11:00

毎月第3(木)
※8月は休み

10:30～11:30

三里地区親子ふれあい教室　　 不定期 10:00～11:00

第3(金) 13:30～14:30

第３(月)
※8月は休み

10:00～11:00

第３(火)
※８月・３月は休み

10:00～

第３(金) 10:00～10:30

片山(青少年市民会議)
　　　　℡ 240-4326

長森南公民館
　　　　℡　246-9069(午前)

中保健センター
　　　　℡ 252-0632

たまごちゃんクラブ
(親子ふれあい教室)

中保健センター
　　　　℡ 252-0632

親子でリズム遊び 0歳児～未就園児 東部コミュニティセンター

梅林公民館 棚橋（青少年育成市民会議）
　　　　℡ 246-0026

コアラ（子愛楽） 未就園児

京町ベビーサークル 未就園児 京町公民館
京町公民館
　　　　℡ 266-0348

明徳とっとこクラブ
(親子ふれあい教室)

未就園児 明徳公民館 明徳公民館
　　　　℡ 264-3321

本郷児童センターなど 本郷家庭部会　山口
　　　　℡ 090-8074-9534

ぽかぽかクラブ 0歳児

❀　子育て支援自主グループ　❀  

乳幼児を持つ親同士が集まり、育児に対する不安や悩みを話しあったり、情報交換や仲間づくりなどの活動を行っています。
新型コロナウイルス感染防止のため、活動を見合わせているグループがあります。詳しくは、問い合わせ先までお尋ねください。

名　称 活　動　日 対　象 活　動　場　所 問　合　わ　せ　先

サークル交流会 未就園児
中保健センター
　　　　℡ 252-0632

金華公民館

白山プチクラブ 未就園児 白山公民館

華陽公民館

津島会館

わくわくクラブ R１年度生まれ

でんでんキッズ 0歳～未就園児

わんぶーくらぶ H30年度生まれ 則武公民館など

ひよっこクラブ
（親子ふれあい教室）

0～1歳児

チューモー R２年度生まれ 日光児童センターなど

0歳～1歳児

赤ちゃんくらぶ 0歳児 日光コミュニティセンター

ありんこクラブ
(徹明親子教室)

未就園児 中央青少年会館 浅野 青少年育成市民会議担当
　　　　℡ 262-1518

ひよこクラブ R２年度生まれ

長森西公民館など

わんわんクラブ R１年度生まれ

げんきっず 日野公民館

0歳児 長森南公民館

0歳～未就園児

ゴーゴーアクターズ 0歳児～未就園児

日野公民館

長森東公民館など

親子ふれあい教室
　心豊かな子育ての集い

未就園児 長森南公民館

R２年度生まれわんぱくクラブ㉕

わんぱくクラブ㉔
H31年度・R１年度生
まれ

長森東公民館など

0歳児のつどい 0歳児 市橋コミュニティセンター 主任児童委員 中島
　　　　℡ 272-7489
主任児童委員 江崎
　　　　℡ 272-2407バナナキッズ 1歳～未就園児 市橋公民館

南保健センター
　　　　℡ 271-8010

わんぱくキッズ　     1歳～未就園児

0歳児

三里公民館

南保健センター
　　　　℡ 271-8010
三里公民館
　　　　℡ 273-6811(午前)

はらぺこキッズ 1歳～未就園児

1歳～未就園児

0歳児

宇佐公民館

スマイルマムおしゃべり
サロン

R3年度生まれ 本荘公民館

ひまわりキッズ 0歳～未就園児

南保健センター
　　　　℡ 271-8010

西児童センター

親子サークル
木之本公民館
　　　　℡ 253-7351



 変更する場合もありますので、確認してからお出かけください。

第１(水)
６月～翌年３月
※翌年１月は第３(水)
※８月は休み

10:30～11:30

第３(水)
６月～翌年３月
※１２月は第１(水)
※８月は休み

10:30～11:30

第３(火)
予約制

10:30～11:30　

第３(水)
※８月は休み

10:30～11:30

第２(木)
予約制　変更あり

10:30～11:30

第３(木)
（６月～翌年３月）事前登録必要

10:30～11:30

第１(金)
※５月、１１月は第３(金)
※8月、１月は休み

10:30～12:00

月1回(金）
※8月は休み

予約制　時間帯は実施内容により
異なる。

第２・４(金)　休みあり 10:30～11:30

月１回
※８月は休み

10:30～11:10

月１回
(６月～１２月)

10:30～11:30　（休止中）

第１(金)　6月開始
※８月、１月は休み

10:00～11:00

年４回　不定期
午前中
※コロナで中止の可能性あり

第３(水)　 10:30～12:00

プチまいまいプラス 第１(水) 10:30～11:30 0歳児・幼児

第３(水) 13:30～14:30

月１回 10:00～11:00

月１回 10:00～10:45
11:00～11:45　二部制

不定期 10:30～11:30

みわっこすくすく(三輪南) 第３(火)　変更あり 10:30～12:00

たんぽぽキッズ(三輪北) 不定期　　　　 10:30～11:30
(変更あり)

第１・３(金)
土日開催もあり

10:30～11:30 三里公民館など 小川　℡ 080-3747-1462

★子育て支援自主グループ案内：岐阜市公式ホームページトップ→手続きに関する情報のお手軽検索→子育て→子育て支援→子育て支援活動

https://www.city.gifu.lg.jp/kosodate/ninshin/1003589/1003592.html

★右のQRコードからも子育て支援自主グループの一覧(令和4年7月1日現在)が見られます。

南保健センター
　　　　℡ 271-8010

ラッコクラブ 1歳児～未就園児

0歳児「親子ふれあい教室 」  0歳児 加納西公民館

いちばんぼし　　　　　　　　 1歳～3歳児 加納児童センター

親子ふれあい教室 　　 0歳児

加納東公民館

1歳～未就園児

厚見公民館

0歳児親子のつどい
　　「友遊あかなべ」

0歳児

茜部公民館

親子ふれあい教室　　　　 　 1歳～3歳児

ぴよぴよ0歳児　　　　 　  0歳～1歳児

マミーズ

名　称 活　動　日 対　象 活　動　場　所 問　合　わ　せ　先

北保健センター
　　　　℡ 232-7681

もえぎっこ 0歳児 もえぎの里

子育てボランティア
川田　　℡ 279-1070

ラッコクラブ　　　　   　   　　 ０歳～未就園児の親子 日置江公民館　℡ 279-2410
青木　℡ 279-3825

親子ふれあい教室 0歳児とその家族 鶉公民館 南保健センター
　　　　℡ 271-8010

アンパンマンクラブ 未就園児

さくらんぼ 未就園児

にこにこくらぶ 0歳～未就園児の親子

日置江公民館

西郷公民館

木田公民館

南保健センター
　　　　℡ 271-8010

G・ツインズ 多胎児

あいかわストロベリーキッズ 0歳～未就園児 藍川公民館など

0歳～3歳児 北東部コミュニティセンター
など

0歳～未就園児 三輪北公民館など

長良西公民館

プチまいまい 0歳児

さぎっ子くらぶ 未就園児 鷺山子ども館など

たからばこ 0歳～3歳 岩野田児童センター


