
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：おりがみなど、野菜のお話）

日時 ８月８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、飲み物、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
唐柏子ども塾運営委員

問合せ先
唐柏「こども塾」事務局 加々美
（＊別配布のチラシ参照）

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２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（土）～１９日（日） ＊１泊２日
午後２時～翌日午前１１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子どもチャレンジ教室
★内容★

①7/27（金）竹工作、オリジナルおにぎり
②8/17（金）チャレンジクッキング（カレー）、竹工作

日時
７月２７日（金）、８月１７日（金）
午前１０時～午後３時

場所 八代福祉センター（八代町南326-1）

対象 八代町内の小学1年生～6年生

持ち物
軍手、エプロン、バンダナ、髪どめ
タオル、水筒、上履き、筆記用具

事前申込
締切り：７月４日（水）までに別配布のチラシを学校
に提出
＊締切り日以降は要相談

参加費 無料

定員 各３０名

主催 子ども子育てやつしろ

問合せ先
子ども子育てやつしろ

今泉（TEL：０５５－２６５－１３５５）

⑤児童センターまつり

おにぎり作り体験
積木コーナー、輪投げ 等

日時 ８月２４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 市内在住の幼児～小学生

持ち物 特になし

事前申込
７月１４日（土）午後２時から受付
本人が来て申し込み（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 約３６０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）

⑥お茶体験
★内容★

茶道教室

日時
７月３１日（火）、８月７日（火）
午後２時～午後３時３０分

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 特になし

事前申込
７月１４日（土）午後２時から受付
本人が来て申し込み（定員になり次第、締切り）

参加費 無料

定員 各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）

★内容★



⑨子ども船 おにぎり丸
★内容★

①7/28（土）キャンプ場でカレー作り、
サワガニ・クワガタとり

②8/10（金）かえっこバザール
（あそばなくなったおもちゃをポイントにかえて

ほしいおもちゃと、こうかんする世界共通のあそび）

日時
①７月２８日（土） 午前９時～午後４時
②８月１０日（金） 午前の部：１０時～１１時３０分

午後の部：２時３０分～４時

場所
①黒坂オートキャンプ場（境川町大黒坂1070）
②一宮児童館（一宮町末木798-1）

対象
①一宮小学校（南・北・西）の児童 ②こどもの心をもった人
＊大人のボランティアの方も募集しています！

持ち物
①飲み物、ぼうし、タオル、虫かご等

②あそばなくなったおもちゃ（こわれたおもちゃ、カードゲーム除く）

事前申込 ①必要 ②不要

参加費 無料

定員
①３０名（バスに乗っていきます。）
＊応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
②ありません

主催
NPO法人 Happy Spaceゆうゆうゆう
共催：地場工務店

問合せ先 一宮児童館（ＴＥＬ：０５５３ー４７ー７９５２）

⑦夏休み学びの広場

★内容★

①7/25（水）科学工作教室（レモン電池作り）
②7/27（金）木工工作教室（木の枝で小動物作り）
③7/30（月）読書感想文教室

日時
①７月２５日（水）②７月２７日（金）③７月３０日（月）
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）

対象 市内小学４、５、６年生

持ち物

①筆記用具、カッターナイフ

②筆記用具、剪定ハサミ又は木の枝を切ることができ
るハサミ
③筆記用具

事前申込
＊配布済みちらし申込み書を担任の先生に提出
＊〆切り７月２日以降は要相談

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）

⑩夏の寺子屋
★内容★

障がい児学童保育
７月２５日（水）～８月２８日（火）

（土日、８月１３日～１６日は休み）午前９時～午後５時３０分）

①8/7（火）そうめん流し
②8/24（金）やきそばつくり

日時

①８月７日（火）
②８月２４日（金）
午前１０時～午後１２時

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

参加費 無料

定員 各１５名

主催 ＮＰＯ法人笛吹市障害者を支える会ありがとう

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

⑧小学生の学習教室

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

〈石和・御坂・八代・境川・春日居〉
８月４日（土）・５日（日）・１１日（土）

〈一宮〉
８月４日（土）５（日）１２（日）

午前９時３０分～午前１１時３０分

場所

石和：笛吹市スコレーパリオ（石和町小石和751）
御坂：御坂農村環境改善センター（御坂町栗合374）
一宮：一宮桃の里ふれあい文化館（一宮町末木921-1）
八代：八代総合会館（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）
＊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、５、６年生

持ち物 筆記用具、教科書、テキスト、参考書

事前申込
＊配布済みちらし申込み書を担任の先生に提出
＊〆切り７月２日以降は要相談

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）

★内容★



「ふえふき子ども・子育て関係者連絡会」
ＮＰＯ法人学びの広場ふえふき／ＮＰＯ法人Happy Spaceゆうゆうゆう／笛吹市障害者児家族会／ＮＰ
Ｏ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「子ども塾」運営
委員／常徳寺育心塾運営者／Kaeru Power Plant／結の家-笛吹／子ども子育てやつしろ／子どもの

未来を守る「オール笛吹の会」／ＮＰＯ法人笛吹市障がい者を支える会ありがとう／パルシステム山梨
一宮センター／ブロッサム／笛吹市市民活動・ボランティアセンター（順不同）

【協力機関】 生活協同組合パルシステム山梨／ＪＡふえふき／マルハン石和店／
（株）ＳＰＣ／笛吹市地域おこし協力隊（順不同）

☆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）

⑪パルシステム山梨
親子科学実験教室

ペーパークロマトグラフィー
＆

サイダー作り★内容★

親子科学実験教室
・ペーパークロマトグラフィー
・クエン酸、重曹を使ったサイダー作り

日時 ７月２５日（水）午前１０時～午後１２時

場所 御坂農村環境改善センター（御坂町栗合371-2）

対象 市内親子２０組

持ち物
筆記用具、工作用ハサミ、割りばし２膳（割っていない
もの）

事前申込 パルシステム山梨一宮センターに電話（先着順）

参加費 無料

定員 親子２０組

主催 パルシステム山梨一宮センター

問合せ先

パルシステム山梨一宮センター
（フリーダイヤル）：０１２０ー２１ー９８９８

かえっこ、子ども防災クッキング体験

日時 ８月２日（木） 午前１１時～午後２時

場所 カエルパワープラント（石和町下平井44-4）

対象 市内小学生

持ち物
水筒、汗拭きタオル、かえっこで遊ぶ人は「使わなく
なったおもちゃ」

事前申込 必要 （メールで申込）

参加費 無料

定員 ２０名（子どものみ）

主催 カエルパワープラント

問合せ先
カエルパワープラント
Kaeru-powerplant@mx4.nns.ne.jp

★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。

★内容★

⑫Big Smile Project
子ども防災プログラム

体験＋かえっこ


