
★このプロジェクトは…★
笛吹市の協力により「ふえふき子ども子育て関係者連絡会」が主催しています。
この会は笛吹市内で子ども子育てに関する活動を行う団体及び個人が、

笛吹市の全ての子ども達がすこやかに育まれるための地域づくりを推進しています。



①唐柏「こども塾」
★内容★

カレーを作ろう。
室内で楽しく遊ぼう。（工作・卓球教室）

日時 8月9日（水）午前10時～午後4時

場所 唐柏公民館（石和町唐柏269-1）

対象 石和西小・富士見小地区に住んでいる小学生

持ち物 学習できるもの、筆記用具、汗ふきタオル

事前申込 必要（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 20名

主催 唐柏「こども塾」運営委員

問合せ先
唐柏「こども塾」事務局 加々美
（＊配布済みチラシ参照）

②ミニ育心塾
★内容★

みんなで作ってお昼ご飯。
みんなで学んで遊ぼう。

日時 8月3日（木）午前10時～午後4時

場所 常徳寺（石和町東高橋133）

対象 市内小学1年生～中学3年生

持ち物 学習できるもの、筆記用具

事前申込 必要（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 30名

主催 常徳寺

問合せ先 常徳寺 （TEL：055-262-5003）

③育心塾
★内容★

本堂での精神修行
礼儀作法、食事マナー、食事作り

日時
8月18日（金）～19日（土） ※1泊2日
午前11時～翌日午後2時

場所 常徳寺（石和町東高橋133）

対象 市内小学1年生～中学3年生

持ち物 電話にて確認をする

事前申込 必要（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 30名 ※檀家さん優先 ※要相談

主催 常徳寺

問合せ先 常徳寺 （TEL：055-262-5003）

④夏休みの学びの広場
★内容★

7/24（月）読書感想文教室
7/26（水）木工工作教室（水鉄砲作り）

7/27（木）科学工作教室（クリップモーター作り）
7/28（金）読書感想画教室

日時
7/24（月）、26（水）、27（木）、28（金）
午前9時30分～午前11時30分

場所
笛吹市スコレーパリオ（石和町小石和751）
※7/27（木）のみスコレーセンター

対象 市内小学4年生～6年生

持ち物
7/24.7/28：筆記用具
7/27：単3乾電池1本
7/26：持ち物は特にありません

事前申込
6/30（金）～7/7（金）
※担任の先生に提出 ※それ以降は要相談

参加費 無料

定員 なし

主催 NPO法人学びの広場ふえふき

問合せ先
NPO法人学びの広場ふえふき
（TEL：055-262-1932）



⑦お茶体験
★内容★

茶道教室
（講師：表千家 中山 静子先生）

日時
7月21日（金）、8月18日（金）
午後2時～午後4時

場所 御坂児童センター（御坂町栗合372-12）

対象 市内在住の小学生

持ち物 特になし

事前申込 必要（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 各日15名

主催 ＮＰＯ法人みんなの楽校あっぷる

問合せ先 御坂児童センター（TEL：055-261-8688）

⑤小学生の学習教室
★内容★

算数を中心に基礎的な内容の定着を支援する学習。
不得意な教科や学習についての悩みの相談。各自持
参した参考書、テキスト、教科書等を中心に個別指導。

日時
8/5（土）、8/6（日）、8/10（木）、8/19（土）
＊学習教室開催日３日間
午前9時30分～午前11時30分

場所

・8/5（土）、8/10（木）、8/19（土）
石和：笛吹市スコレーセンター（石和町小石和751）
一宮：いちのみや桃の里ふれあい文化館（一宮町末木921-1）
八代：八代町総合会館（八代町南527）
境川：境川総合会館（境川町三椚3）
春日居：あぐり情報ステーション（春日居町寺本155-1）

・8/6（日）、8/10（木）、8/19（土）
御坂：御坂町農村環境改善センター（御坂町栗合374）
※芦川町の子どもは参加しやすい会場に参加できます。

対象 市内小学4年生～6年生

持ち物 筆記用具、教科書、テキスト、参考書、水筒

事前申込
6/30（金）～7/7（金）
※担任の先生に提出 ※それ以降は要相談

参加費 無料

定員 なし

主催 NPO法人学びの広場ふえふき

問合せ先 NPO法人学びの広場ふえふき（TEL：055-262-1932）

⑥児童センターまつり
★内容★

おにぎり作り体験、積木コーナー
昔遊びコーナー、輪投げ、おりがみ、的当て 等

日時 8月22日（火）午後2時～午後4時

場所 御坂児童センター（御坂町栗合372-12）

対象 市内在住の幼児～小学生

持ち物 チケット

事前申込
チケット200枚を事前配布（8/10から配布）
※当日もチケットあり （限定枚数あり）

参加費 無料

定員 約200名

主催 NPO法人みんなの楽校あっぷる

問合せ先 御坂児童センター（TEL：055-261-8688）

⑧夏休み子ども農園
★内容★

農業体験、みんなで楽しく昼ごはん
体験型イベント

日時
8月18日（金）、8月19日（土）、8月22日（火）
午前9時～午後4時

場所

午前9：00古屋農園（一宮町末木238）現地集合
→成田コミュニティセンター（御坂町成田558）解散

※農業体験後、成田コミュニティーセンターに移動。
移動は主催者側で行います。

対象 御坂町成田地区の小学1年生～6年生

持ち物 着替え、水筒、タオル ※汚れても良い服装

事前申込 必要（締切り：8月1日まで） ※送迎については相談可能。

参加費 無料

定員 各日20名（定員になり次第、締切り）

主催 結の家―笛吹（ゆいのうち―ふえふき）

問合せ先

結の家－笛吹
e-mail：yuinouchi_ff@yahoo.co.jp
TEL：080-6796-3108（三枝まで）



⑪子どもチャレンジ教室
★内容★

食事の大切さの学習
クッキングにチャレンジ、楽しく会食

夏休みの宿題をやろう

日時 8月18日（金）午前9時～午後3時 場所 八代総合会館（八代町南527）

対象 八代町内の小学4年生～6年生 持ち物
エプロン、バンダナ（髪の長い子はゴムか髪どめなどを準
備）、タオル、水筒
夏休みの宿題、筆記用具、上履き

事前申込 必要（締切り：7月14日）※それ以降は要相談 参加費 無料

定員 約30名 ※応募多数の場合は調整させていただきます。 主催
山梨県教育会笛吹支部、八和会、
ふえふき子ども・子育て関係者連絡会八代

問合せ先 山梨県教育会笛吹支部 事務局 今泉（TEL：055-265-1355）

「ふえふき子ども・子育て関係者連絡会」
笛吹市市民活動・ボランティアセンター／ＮＰＯ法人学びの広場ふえふき／ＮＰＯ法人ＨappyＳpace

ゆうゆうゆう／笛吹市障害児者家族会／ ＮＰＯ法人みんなの楽校あっぷる／御坂児童センター
／子育て支援センター（つどいの広場・きっずいちのみや・きっずみさか・きっずやつしろ・わかばほ
いくえん・きっずいさわ・えいわ）／唐柏「こども塾」運営委員／常徳寺育心塾運営者／Kaeru Power 
Plant／結の家-笛吹／ふえふき子ども・子育て関係者連絡会八代／子どもの未来を守る「オール

笛吹の会」 （順不同）

【協力機関】（五十音順）
生活協同組合パルシステム山梨一宮センター／ＪＡふえふき／マルハン石和店

☆事務局：社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会（電話：055-265-5182／FAX：055-265-5183）

⑩子ども船 おにぎり丸 ★内容★
10:00～11:30かえっこ

12:00～13:00昼食（ホットサンドを作ろう）
13:30～14:00中学生の出し物

14:30～16:00かえっこ

日時 8月2日（水） 午前10時～午後4時 場所 一宮児童館（一宮町末木798-1）

対象 市内小学6年生まで 持ち物
昼食を食べる人は、ひらいていない状態の空の牛乳パッ
ク１ℓを１本、かえっこのおもちゃ（ある人）
学習できるもの、筆記用具、水筒

事前申込 昼食を食べる人は予約が必要（30名分） 参加費 無料

定員 昼食を食べる人30名 ※それ以外は出入り自由 主催 NPO法人HappySpaceゆうゆうゆう、地場工務店

問合せ先 一宮児童館（TEL：0553-47-7952）

⑨なつの寺子屋
★内容★

障がい児の学童保育

日時 7月24日（月）～8月28日（月） 午前9時～午後5時30分 場所 御坂福祉センター2階（御坂町栗合87）

対象
・支援学校に在籍し、ありがとうの会員
・日中一時支援事業の契約をしている人

持ち物 直接、お問い合わせください。

事前申込 必要（締切り：7月14日まで） ※要相談 参加費 無料

定員 10名 主催 NPO法人笛吹市障がい者を支える会ありがとう

問合せ先 NPO法人笛吹市障がい者を支える会ありがとう（TEL：055-242-7922）


