
授乳室やおむつ交換台等の機能を有する店舗・施設を「赤ちゃんステーショ
ン」として登録し、利用者の方に一目でわかるように県内統一シンボルマー
ク入りのステッカーを掲示しています。

01

岐阜市では、妊娠から出産、子育てにいたるまで、あらゆるシーンで
市民の皆様を様々なサービスでサポートしていきます！

お出かけ時の強い味方！
「赤ちゃんステーション」事業

こんな サービス 知ってますか？

知ってますか

02 親子体験保育
地域で応援！

情報収集はここで！「ぎふし子育て応援アプリ」

04
知ってますか

子育てに必要な情報をいつでもどこでも簡単に
知ることができる、岐阜市公式アプリです。

03
知ってますか知ってますか

●かんがるーコース
●ひよこコース
●こうのとりコース
●ふくろうコース

おでかけも安心！
子育てタクシー

お子さんとの外出中に授乳や
オムツ替えが必要…そんなときに
●授乳の場
●オムツ替えの場
●ミルクのお湯
　　　　を提供します。

こ
の

ス
テ
ッ
カ
ー
が

目
印
！

岐阜市在住で、0歳から3歳未満の
乳幼児とその保護者を対象に保
育所（園）、認定こども園の同年齢
の子どもと共に、遊びや基本的な
生活をしながら体験入所します。
また、子育て中の心配なことや悩
みなど、保育士や看護師に相談す
ることで育児不安が解消できるよ
う子育て家庭を支援します。

身近な地域の公共交通機関であるタク
シー事業者による子育て応援活動です。

何かと荷物の多い子連れでの外出も、夜間の
発熱など急なトラブル時も、通園・通学などに
も、登録しておくと安心です。

❶登録

❷予約

❸お迎え

利用したいタクシー会社へ登録

登録したタクシー会社に、利用日を連絡

研修を受けた専任ドライバーがお迎え

検索子育てタクシー詳しくは…

いろんな
シーンに
対応！

●利用者にぴったりの情報をお届けします！
●施設のマップを簡単に探せて、順路も検索できます！
●近日のイベントが確認できます！
●成長日記が作れます！

設置場所は
こちらから
ご確認ください

こちらからダウンロード

利用方法

問い合わせ・実施
施設はこちらか
らご確認ください

05 岐阜県子育て家庭応援キャンペーン

知ってますか

県内在住の18歳未満のお子さんがいる世帯、妊娠中の方
がいる世帯に交付するカードです。
県内の参加店舗においてカードを提示すると、割引やポイント加
算、キッズスペースの利用などのサービスを受けることができます。

ぎふっこカード

2024年3月31日まで。
ただし、この間に1番下のお子さんが満18歳に達した場合、その後最初に迎える3月31日まで。

有効期限

県内在住の18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯、3人目
のお子さんを妊娠中の方がいる世帯に交付するカードです。
県内の参加店舗においてカードを提示すると、ぎふっこカードの
サービスに上乗せしたサービスなどを受けることができます。

ぎふっこカードプラス

18歳未満の子どもが2人以下になった年度の
3月31日までとしており、カード交付時に各自で有効期限をご記入いただきます。

有効期限

検索ぎふ子育て応援団

「ぎふ子育て応援団」には、キーワード検索または
右記QRコードからアクセスすることができます。

ぎふ子育て応援団アクセス方法

●岐阜市子ども支援課
☎058-214-2146（直通）

●岐阜県子育て支援課
☎058-272-1918（直通）

問い合わせ窓口

※ぎふっこカード・ぎふっこカードプラスの参加店舗については、参加店舗用ステッカー又は
ホームページ「ぎふ子育て応援団」でご確認ください。

※なお、店舗でのカードの利用については、利用される前に各店舗にご確認ください。

詳しくは…

事業の概要や参
加店舗はこちら
からご確認くだ
さい

App Store Google Play
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09

でチェック！こころの体温計「赤ちゃんママモード」

産前・産後には、女性ホルモンのバランスが大きく変わります。
また、慣れない授乳や睡眠不足などが重なり、イライラしたり、憂うつになったり、心が揺
れやすくなります。そんな時、「赤ちゃんママモード」でこころの健康状態をチェックしてみ
てください。

07
知ってますか

https://fishbowlindex.jp/gifu/

広報ぎふアプリ
でも子育てをバックアップ
ホームページ

08
知ってますか

健康診査、子育て教室、子育て相談などの情報

アクセスはこちら

スマートフォンや携帯電話は、
こちらから

～子どもに関わる全ての大人のための知恵袋～
子育て学びフィールド

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期
です。岐阜市では非認知能力（自分のことは自分でする力、
人とかかわる力、身近なものや出来事とかかわる力等）を育
む子育てについて学んだり、遊びを通してお子様と楽しんだ
りできる「子育て学びフィールド」を定期的に開催します。

06
知ってますか

岐阜市教育委員会 幼児教育課 　☎058-214-7124問い合わせ窓口

検索子育て学びフィールド詳しくは…

事業の概要は
こちらからご
確認ください

「ぎふ子育て応援団」
（運営：岐阜県子育て支援課）

https://www3.pref.gifu.lg.jp/pref/
kosodateoen/
子育てに関する
サービス・制度など

ひとり親家庭等ガイドブック
知ってますか

https://www.city.gifu.lg.jp/secure/40407/hitorioyaguidebook.pdf

https://www.city.gifu.lg.jp/kosodate/
kyouikuiinkai/1004008/1003679.html

ひとり親家庭の方にご利用いただける各種制度、サー
ビスをまとめた「ひとり親家庭等ガイドブック」は、下記のURLか
らダウンロードすることができますので、ぜひご利用ください。

子ども支援課　☎058-214-2396問い合わせ窓口

「のびのび育て
ぎふっ子」
電子版

アクセスはこちら

スマートフォンや携帯電話は、
こちらから

アクセスはこちら

10
カタログポケット 広報＋（Android版）広報＋（iOS版）マチイロ
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10
カタログポケット 広報＋（Android版）広報＋（iOS版）マチイロ

支援・サービス
App Store Google Play

ダウンロードはお済みですか？

ぎふし子育て応援アプリ

受付時間
月曜日～金曜日　午前9時～午後5時30分
土曜日　午前9時～正午
（日曜日、祝日、年末年始は除く）

所在地 正木中1丁目1番1号　カワボウビル3階
アクセス  JR岐阜駅からの公共交通機関 

◦岐阜バスC70岐阜大学病院行 
　「正木マーサ前」徒歩3分 
◦市内ループ線　左・右まわり 
　「正木マーサ前」徒歩3分

岐阜市子ども支援課 ☎058-214-2396（直通）

岐阜北高校

北郵便局

ゴルフ
練習場

岐
阜
環
状
線

長良川
鏡島大橋

忠節橋

金華橋

メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー

至岐阜県庁方面 至千手堂 至岐阜駅

マーサ21

ぎふファミリー・
サポート・センター
（カワボウビル３F）

77

157

N

ぎふファミリー・サポート・センター
問  ぎふファミリー・サポート・センター ☎ 058-295-3420 FAX 058-295-3402

ぎふファミリー・サポート・センターは、「育児
の援助を受けたい人（依頼会員）」と「育児の援
助を行いたい人（提供会員）」を会員として、地
域における育児を支援する相互援助活動（有
償）を行う会員組織です。依頼会員は、提供会
員に直接、右記の利用料金を支払い、援助活動
を受けます。

利用内容
◦ 保育所、認定こども園等の開始前の子ども
の預かりや送り
◦ 保育所、認定こども園等の迎えやその後の
子どもの預かり
◦ 学校の放課後や放課後児童クラブ終了後の
子どもの預かり
◦ 保護者が病気の時や産前産後時の子どもの
預かり
◦ 緊急時のサポート 
病児・病後児の預かり、親に代わっての子ど
もの医療機関受診、急な残業や出張時の子
どもの預かり

対象者
おおむね0歳から小学生の子ども 
※ 緊急時のサポートは、生後2か月から小学生

利用料金
◦通常サポート 700円～900円／時間
◦緊急時のサポート

1,000円～1,600円／時間
※曜日や時間帯によって料金は異なります。 
※ 病児・病後児の預かりについては、日曜日、祝日、休診
日等医師の診療時間外は行いません。

利用料補助制度
◦多胎児世帯への補助
◦ 病児・病後児保育施設への緊急時の送迎へ
の補助
詳細はお問い合わせください。

申込み方法
事前に電話で予約し実施施設において来所面
談の上、登録が必要です。詳しくは上記へお問
い合わせください。
※ ぎふファミリー・サポート・センターでは、「依頼会
員・提供会員」を募集しています。
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児童を養育している保護者が、疾病、出産、冠
婚葬祭、育児疲れ等により児童の養育が困難
になる場合に、その児童を日本児童育成園（長
良森町1丁目11番地）、乳幼児ホームまりあ
（長良森町1丁目11番地）、サン・フラワー華陽
等で一時的にお預かりする事業です（利用で
きる人数が限られています。）。

利用期間 7日以内です。
費用負担 保護者負担があります。
申込み方法  事前に面談が必要です。詳しく

は上記へお問い合わせくださ
い。

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

子育て短期支援事業

保護者が、仕事等により平日の夜間又は休日
（土曜日、春・夏・冬休み等）に不在となる家庭
の児童を日本児童育成園、きーとす岐阜でお
預かりし、生活指導、食事の提供等を行います
（原則として、日曜日、祝日、年末年始は休みで
す。）。

利用時間
◦ 夜間養護事業：小学校等の終了時から保護
者の帰宅時まで
◦ 休日預かり事業：保護者の出勤時から帰宅
時まで
夜間養護事業、休日預かり事業とも、日本児童
育成園はおおむね午後8時まで、きーとす岐
阜は午後9時まで。（施設の都合により、利用
できない日があります。）

利用費用 保護者負担があります。
申込み方法  事前に面談、及び登録が必要で

す。詳しくは上記へお問い合わ
せください。

夜間養護等（トワイライトステイ）事業

問  岐阜市子ども支援課  
☎ 058-214-2396（直通）

問 子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」
（社会福祉法人　日本児童育成園）  
☎ 058-296-2172
岐阜市子ども支援課  
☎ 058-214-2396（直通）

放課後に、学校の体育館や運動場などを利用
し、安全で、安心して活動できる子どもの居場
所を設け、青少年・社会教育団体関係者など地
域の方を放課後子ども教室教育活動サポー
ター・ボランティアとして、小学生に体験・交
流・遊びの場を提供します。

0歳児とその保護者を対象に、青少年育成市
民会議が主催して「育児に関する不安、悩みを
和らげ、仲間づくりをしよう」を合言葉に親子
ふれあい教室を開催しています。

親子ふれあい教室
問 岐阜市教育委員会　社会・青少年教育課
☎ 058-214-2264（直通）

問 岐阜市教育委員会　社会・青少年教育課
☎ 058-214-2264（直通）

放課後子ども教室

放課後の図書室などを利用し、退職教員、保護
者、学校司書などを放課後学びの部屋教育活
動サポーターとして、小学生が自らの意志で
読書活動や自主的な学習を行うことができる
場を提供します。

問 岐阜市教育委員会　社会・青少年教育課
☎ 058-214-2264（直通）

放課後学びの部屋
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利用対象者
児童が、下校後および長期休暇期間中の昼間に、保護者が労働等により不在で、家庭の保護養育
を受けることができない状態にある場合で、保護者等が希望し、運営委員長の意見を聴き、教育
委員会が認めた児童です。
ただし、次の各項目に該当する児童は入会することができません。
1　 児童の保護者が、常時昼間居宅内で労働に従事する家庭の児童
2　医師の観察を必要とする児童
3　 「留守家庭（※）」を事由として指定学校変更等申立の申請をし、居住校区以外の校区に通っている
児童（※両親が就労等により、下校後家庭に保護養育する者がおらず、祖父母等親族の託児先の校区へ通学する場合）

4　保護者等の帰宅時間が午後3時以前の児童
5　その他指導上支障があると認められる児童

実施期間
毎年4月1日から翌年3月31日までの、下校後から午後6時または午後7時（37か所で実施）までで
す。土曜日に開設する日は、午前8時15分から午後6時までです。
ただし、土曜日（ただし、土曜日授業の日を除く）、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日ま
で）、お盆（8月13日～8月15日まで）と運営委員長の意見を聴き、教育長が認めた日等は除きます。

費用負担
◦午後5時までの利用者：月額5,000円
◦午後6時までの利用者：月額7,000円
◦午後7時までの利用者：月額9,000円

放課後児童クラブ

下校後および夏休みなどの長期休暇期間中に、労働等により昼間家庭において保護者がいない
子どもが増加しています。そのため、保護者に代わって子どもに適切な遊び及び生活の場を提供
し、子どもの健全な育成をはかることを目的として放課後児童クラブを開設しています。この事
業を円滑に運営するため、クラブごとに運営委員会を設置しています。
なお、土曜日に保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、市内中心部の草潤中学校
（旧徹明小学校）および厚見小学校で土曜児童クラブを開設します。

放課後児童クラブ・土曜児童クラブ
問  岐阜市教育委員会　社会・青少年教育課☎ 058-214-2368（直通）

利用対象者  土曜児童クラブは、放課後児童クラブ利用者で土曜日に保護者が労働等により、昼
間家庭にいない児童で、教育委員会が認めた児童です。

申込み方法  各校区の放課後児童クラブへお申し込みください。
実施期間  土曜児童クラブは、土曜日が国民の祝日となる日、年末年始（12月29日～1月3日ま

で）、お盆（8月13日～8月15日まで）、その他特別の理由があるときは除きます。
費用負担 ◦月額2,000円

土曜児童クラブ

放課後児童クラブ／愛称 開設場所

★ 華陽
／なかよし 華陽小学校内

放課後児童クラブ／愛称 開設場所

★ 鷺山
／ちびっこ 鷺山小学校内

次ページに続く

関連ページへ スマートフォンを活用
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放課後児童クラブ／愛称 開設場所

★ 早田
／なかよしルーム 早田小学校内

★ 長良西
／あゆのこクラブ 長良西小学校内

★ 黒野
／児童クラブ 黒野小学校内

★ 長森西
／ひまわり 長森西小学校内

★ 本荘
／にじいろクラブ 本荘小学校内

★ 島
／ちびっこルーム 島小学校内

★ 明郷
／ひだまり教室 明郷小学校内

梅林
／ふれんず 梅林小学校内

★ 岩野田
／どんぐりクラブ 岩野田小学校内

芥見東
／たんぽぽ学級 芥見東小学校内

★ 七郷
／たんぽぽクラブ 旧養護学校内

★ 三里
／おおぞら 三里小学校内

★ 長良
／なかよしクラブ 長良小学校内

★ 市橋
／ふれんず

市橋小学校内・青
少年ルーム・民間
施設・薮田西自治
公民館

★ 厚見
／なかよしクラブ 厚見小学校内

★ 加納西
／とまとクラブ 加納西小学校内

★ 鏡島
／なかよし 鏡島小学校内

★ 茜部
／かぜのこ

茜部小学校内・神
清寺自治公民館

★ 長森東
／なかよし 長森東小学校内

藍川
／のびっこ 藍川小学校内

放課後児童クラブ／愛称 開設場所

★ 則武
／くすの木学級 則武小学校内

★ 岩野田北
／どんぐり 岩野田北小学校内

★ 三輪南
／ひまわり 三輪南小学校内

★ 城西
／なかよしルーム 城西小学校内

★ 日野
／なかよしクラブ 日野小学校内

★ 長森南
／にじのこ 長森南小学校内

★ 長森北
／にじのこ 長森北小学校内

★ 常磐
／にこにこ 常磐小学校内

★ 鶉
／ひまわり

鶉小学校内・うず
ら児童センター内

★ 芥見
／げんきルーム 芥見小学校内

★ 且格
／ひまわり 且格小学校内

岩
／ムーミン 岩小学校内

★ 加納
／パンジールーム 加納小学校内

★ 西郷
／たんぽぽ 西郷小学校内

★ 長良東
／やまびこ

長良東小学校内・
東長良中学校内

★ 合渡
／たんぽぽ 合渡小学校内

白山 白山小学校内
方県
／むくのき児童会 方県小学校内

★ 柳津
柳津小学校内・柳
津児童館内・生涯
学習センター内

木田
／なかよしルーム 木田小学校内

★ 岐阜
／ドリームクラブ 岐阜小学校内
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★印…午後7時まで実施
※ 夏休み期間のみの利用ができる場合もあります。詳しくは社会・青少年教育課（☎214-2368）までお問い合わせく
ださい。

�岐阜市子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”
発達に心配のあるお子さんへの早期の適切な対応は、その後の社会生活能力を高めるためにとても大
切です。センターには、お子さんの状況に応じた支援の場があります。一人で悩まずご相談ください。
【親子教室】
発達面に心配のある未就園のお子さんと保護者の方を対象に、遊びの教室を開催しています。年
齢・地域・お子さんの発達によってグループを分けています。
【幼児支援教室】
ことばの発達が心配なお子さんや、友達と一緒に遊んだり活動したりすることが苦手なお子さ
んを対象に、「あそび」を通してことばやコミュニケーションの力を育てる幼児支援教室（市内8
カ所）を開設しています。
一人一人の発達状況に応じた支援を行うとともに、保護者の方に寄り添い、子育てを支援しま
す。幼稚園・保育所（園）・認定こども園等と連携を図り、一人一人の育ちをサポートします。また、
就学への支援にも努めています。
このようなお子さんが利用しています
◦ことばの発達がゆっくり　　　◦ことばでの表現ややりとりが苦手　◦発音が不明瞭
◦友達と一緒に遊ぶことが苦手　◦集団生活にうまく入れない
など、発達面で心配なお子さん

教　室
①長良幼児支援教室　　（長良東2丁目140番地　北保健センター内） ☎058-295-1133
②岐阜北幼児支援教室　（福光西1丁目16番2号） ☎058-231-5501
③鷺山幼児支援教室　　（下土居2丁目9番12号　鷺山保育所内） ☎058-231-1121
④岐阜東幼児支援教室　（水海道1丁目16番13号　岐阜東幼稚園内） ☎058-259-2401
⑤市橋幼児支援教室　　（市橋6丁目13番25号　市橋コミュニティセンター内） ☎058-275-5108
⑥加納幼児支援教室　　（加納東丸町2丁目9番地1　加納幼稚園敷地内） ☎058-278-3755
⑦岐阜南幼児支援教室　（茜部菱野1丁目75番地2　南保健センター内） ☎058-268-6232
⑧柳津幼児支援教室　　（柳津町下佐波西1丁目15番地　もえぎの里内） ☎058-279-6326

対象者  市内にお住まいで、原則、幼稚園・保育所（園）・認定こども園等に通っている3～5歳児
支援方法  指定された日に、保護者の方に付き添って来ていただきます。費用は無料です。

（ただし、教材費等実費負担になる場合があります。）

早期療育のために

発達に心配があるときは

放課後児童クラブ／愛称 開設場所
三輪北
／にこにこルーム 三輪北小学校内

網代
／あおぞらルーム 網代小学校内

放課後児童クラブ／愛称 開設場所

★ 徹明さくら
／どんぐりルーム

徹明さくら小学校
内

土曜児童クラブ
草潤中学校（旧徹
明小学校）内・厚見
小学校内

問  岐阜市子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”　総合相談☎ 0120-43-7830
（平日　午前8時45分～午後5時30分）

関連ページへ スマートフォンを活用
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岐阜県発達障害者支援センター
発達障がいのある方々に総合的な支援を行う機関です。

電話相談  月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）午前9時～午後4時
※来所相談は、電話での事前予約が必要です。

所在地  岐阜市鷺山向井2563番地18　岐阜県障がい者総合相談センター内
電　話 ☎058-233-5106（相談専用ダイヤル）、☎058-233-5116（事務所）

市内の早期療育の場
設置 所在地 電話

岐阜地域児童発達支援センターポッポの家
（医療型） 長良東2丁目140番地 058-294-5757

岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター
児童発達支援センターきらり（医療型） 則武1816-1 058-201-0087

（直通）
岐阜市立恵光学園（福祉型） 長良東3丁目93番地 058-232-4551

みやこ園（福祉型） 都通2丁目23番
（福祉健康センター3階） 058-252-0460

独立行政法人　
国立病院機構　長良医療センター 長良1300番地7 058-232-7755

保育所等に入所している児童及び小学校3年生までの児童が、病気中又は、病気の回復期の状態
にあり、保育所等で集団保育が困難でかつ保護者が家庭で保育できない場合、病院・診療所に付
設された病児・病後児保育施設で、お預かりすることにより、子育てと就労を支援します。

登録と申込み
事前に登録をしていただき、利用したいときに申込みしていただくのが原則ですが、登録と申込
みが同時でも結構です。登録用紙は、実施施設又は各保育所（園）等にあります。

病児・病後児保育事業
問  実施施設又は岐阜市子ども保育課☎ 058-214-7826（直通）
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施設名 住所 Tel
（市外局番058） 利用時間 送迎サービス

受付時間
福富医院
「すずらん」 安食1丁目87番地1 238-8555 平日8時～18時

土曜8時～17時 平日9時～15時

河村病院
「クララ」 芥見大般若1-84 241-3311 平日8時～18時

土曜8時～17時 －

小牧内科クリニック
「ピノキオ」 昭和町2-11 215-0101 平日8時～18時

土曜8時～16時半 平日9時～15時

山田病院
「ミッキー」 寺田7-98-1 255-1221 平日8時～18時

土曜8時～18時 －

矢嶋小児科小児循環器
クリニック「うりぼう」 日野南7-10-7 214-7077 平日8時～18時

土曜8時～16時 －

世界ちゃんと
モゲル丸先生の元気な
クリニック「セカモゲ」

六条南2-8-20 216-3745
平日8時～18時
土曜8時～17時
祝日8時～18時

－

操健康クリニック
「パンダのしっぽ」

薮田南1-4-20
（西館6階）

070-1683-
3003

平日8時～18時
土曜8時～16時 －

※ 当日の病児・病後児保育の利用状況、児童の病状等によっては、利用できない場合があります。

病児・病後児保育の送迎サービス
保育所等で児童が体調不良となった際、保護者が迎えに行くことができない場合、病児・病後児
保育施設の看護師がタクシーにより迎えに行き、診察後、施設で一時的にお預かりします。
※在宅の児童は利用できません

利用料

保育所等から病児・病後児保育施設までのタクシー代

利用料

1日1人当たり2,000円（昼食希望の方は施設に問い合わせください）
※世帯・課税状況による減免あり

実施施設

関連ページへ スマートフォンを活用
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子どもに健全な遊びを与え、社会性を伸ばし、心と体の健康づくりを目的にしています。また、各
児童館・児童センターには幼児クラブ・母親クラブがあり、子育て支援に関する活動を行ってい
ます。
利用資格 児童（乳幼児は、保護者が同伴する場合に限る。）および児童の保護者

利用手続
個人利用 入館の際、児童館入館カードに記入
団体利用 団体利用申請書により申込み
利 用 料 無料（ただし講座、教室により実費あり）

開館時間 4月～9月：午前9時30分～午後5時30分
10月～3月：午前9時～午後5時

休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は、火曜日以降の最初の平日）、年末年始
ただし、柳津児童館は日曜日、祝日（子どもの日を除く）、年末年始

※なるべく公共交通機関を利用してお越しください。

幼児クラブ
3歳未満の幼児と親が集まって、楽しく遊びながら子どもとの遊び方などを学んでいただく場
です。親子で運動遊びやリズム遊びをしたり、人形劇を観たりと楽しい遊びが盛りだくさんで
す。すべての児童館・児童センターにありますので、お気軽におたずねください。

母親クラブ
幼児や小学校児童を持つ保護者を中心としたボランティア組織で、保護者としての研修や、子ど
もの養育に役立つ技術の習得、親子交流など、子どもの健全育成や地域の児童福祉の向上を目的
とした組織です。
すべての児童館・児童センターにあります。

児童館・児童センター
問  各児童館・児童センター P65 参照
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おもちゃ図書館
障がい児や社会的に援助を必要とする子どもたちに、出会いとふれあいの機会を提供していま
す。おもちゃを通して生活を楽しくより豊かなものにすると同時に、身体的諸機能や感覚などを
養い、心身の成長発達の促進を図ることを目的に開設しています。
子どもの発達を見守り、学び、理解を深める場として、お父さん・お母さん方も子どももみんな仲
良く、話し合いのできる交流の場として気軽にご利用ください。
おもちゃ図書館のある児童センターは次のとおりです。
◦本郷児童センター
◦岩野田児童センター
◦西児童センター
◦サンフレンドうずら・児童センター
◦長良児童センター
◦長森児童センター
◦サンフレンドみわ・児童センター

対　象 ◦小学校6年生までの障がい児及び障がい児に準ずる児童
（市内在住者にはおもちゃの貸出も行います。）
◦4歳未満の乳幼児
◦上記児童・乳幼児の保護者

時　間  4月～9月：午前9時30分～午後5時
10月～3月：午前9時～午後4時30分

休　み  毎週月曜日（月曜日が休日の時は、火曜日以降の最初の平日）、年末年始
（児童館・児童センターの休館日と同じ）

施設名 所在地 電話番号
　梅林児童館 田端町1番地11 058-246-9955
　黒野児童館 古市場20番地1 058-239-7876
　東児童センター 大洞桜台1丁目33番地2 058-241-2723
　加納児童センター 加納高柳町1丁目1番地 058-274-4655
◎西児童センター 鏡島南2丁目8番40号 058-251-2776
　日光児童センター 日光町9丁目1番地3 058-233-5155
◎本郷児童センター 青柳町5丁目24番地1 058-254-0275
◎長良児童センター 長良389番地2 058-231-4666
◎長森児童センター 野一色4丁目11番4号 058-248-5210
◎岩野田児童センター 粟野東1丁目95番地 058-237-6929
◎サンフレンドみわ・児童センター 門屋字野崎95番地 058-229-5901
◎サンフレンドうずら・児童センター 中鶉7丁目58番地 058-275-3520
　柳津児童館 柳津町丸野1丁目34番地 058-387-1333
◎印の児童センターには、乳幼児と障がい児のための「おもちゃ図書館」が設置されています。

関連ページへ スマートフォンを活用
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子どもたちの感動体験の場、ふるさと学習の場として、さらに、科学や歴史、芸術の世界に触れ、
夢を描き、高い「志」を持つきっかけになり、親子での観覧がふれあいの場となることなどを期待
し、中学生以下の観覧料などの無料化を実施します。 
また、毎月第3日曜日の「家庭の日」に限り、中学生以下とその同伴する家族も観覧料などを無料
とします。

対象施設 �◦加藤栄三・東一記念美術館　　 ☎058-264-6410
◦歴史博物館　　　　　　　　　☎058-265-0010
◦科学館（プラネタリウム含む）　☎058-272-1333
◦岐阜城（資料館含む）　　　　　☎058-263-4853
◦ドリームシアター岐阜　　　　☎058-262-2811
◦長良川うかいミュージアム　　☎058-210-1555

対象者  岐阜市在住の中学生以下および第3日曜日の家庭の日に限り、中学生以下とその同伴
家族（特別展を除く）

問  各対象施設

市施設子ども無料開放
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