
冬休みもみんなで遊ぼう！

★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、笛吹市のすべての子どもたちが健やか
に育まれるための地域づくりを推進しています。

日時 １２月２４日（火） 午後１２時～午後２時

場所 HOSHI-AI （ホシアイ） 石和町四日市場8-1

対象
昼食を子どもだけで食べている石和町内の
小学生

持ち物 なし

事前申込 なし

参加費 無料

定員 ３０名

主催 なかよし食堂実行委員会

問合せ先 055-242-7973 （店） 090-7903-4988 （芦澤）

冬休みの最初は、マスターの作る
クリスマス料理で決まり♪♪♪

1 冬のなかよし食堂 ①

日時 １月７日（火） 午後１２時～午後２時

場所 HOSHI-AI （ホシアイ） 石和町四日市場8-1

対象
昼食を子どもだけで食べている石和町内の
小学生

持ち物 なし

事前申込 なし

参加費 無料

定員 ３０名

主催 なかよし食堂実行委員会

問合せ先 055-242-7973 （店） 090-7903-4988 （芦澤）

2 冬のなかよし食堂 ②

冬休みの最後は、マスターの作る
お正月料理で決まり♪♪♪

3 子どもチャレンジ教室 ①

日時 １２月２５日（水）午前９時～午後３時

場所 八代総合会館

対象
八代町内の小学３年生から６年生
※ 小学１、２年の弟や妹が一緒に参加はOK

持ち物
・活動しやすい服装、エプロン、バンダナ、髪ど
め、タオル、水筒、上履き、筆記用具
・おもちゃの診察は、１人につき１個まで

事前申込
１２月１２日（木）までに
別配布のチラシを学校に提出

参加費 無料

定員 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）

郷土食「ほうとう」づくり・牛乳パックを使った
手すきハガキづくり・おもちゃ病院

日時 １月７日（火）集団下校後～午後３時

場所 八代総合会館

対象
八代町内の小学３年生から６年生
※ 小学１、２年の弟や妹が一緒に参加はOK

持ち物 活動しやすい服装、タオル、水筒、上履き

事前申込
１２月１２日（木）までに
別配布のチラシを学校に提出

参加費 無料

定員 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）

4 子どもチャレンジ教室 ②

オリジナルおにぎりづくり（豚汁付き）＆
軽スポーツで地域の人と交流体験

5 障がい児学童保育：冬の寺子屋
（12月25～27日、1月6・7日）

おにぎりと豚汁づくり

日時 １２月２５日（水） 午前１０時～

場所 御坂福祉センター2階（御坂町栗合87）

対象
支援学校に在籍する「ありがとう」の会員の
児童・生徒

持ち物 エプロン・マスク・タオル・バンダナ

事前申込 必要

参加費 無料

定員 １５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 FAX : 055-242-7923



「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「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／なかよし食
堂 実行委員会／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／
（株）ＳＰＣ（順不同・敬称略）

☆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）

8 わくわく食堂

日時 １２月２７日（金） 午前１０時～午後３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
学習道具（冬休みの友等）
＊ゲーム等は持ってこないこと

事前申込 必要（定員になり次第、〆切り）

参加費 無料

定員 ２５人

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
※別配布のチラシ参照

かんたんコースターを作ろう！
ほうとうをみんなで食べよう！

7 唐柏こども塾

みんなでお昼ご飯を食べよう
みんなで学んで遊ぼう

日時 １月６日（月）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

参加費 無料

定員 ３０人

主催 常徳寺

問合せ先
常徳寺 TEL ： 055-262-5003
※アレルギーの心配がある方はお申し出ください

9 ミニ育心塾

日時 １月７日（火） 午後２時～

場所 御坂児童センター（ホール）

対象 市内小中学生

持ち物 なし

事前申込 なし

参加費 無料

定員 なし（おしるこがなくなり次第終了）

主催
・特定非営利活動法人 みんなの楽校あっぷる
・御坂児童センター

問合せ先 御坂児童センター TEL ： 055-261-8688

10 おしるこ体験

こころも体もあたたかくなる

『おしるこ』について学び、おいしくたべよう！

外ですいとんをつくって食べよう！+ かえっこ

6 アウトドアクッキング

日時 １２月２６日（木） 午後１時～午後３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、軍手、汚れてもよい服装、かえっこで遊ぶ人は
「使わなくなったおもちゃ」

事前申込 メールまたはFAXで申込み

参加費 無料

定員 １５名程度（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
メール：marikero@icloud.com
FAX： 055-209-0039

日時 １２月２８日（土）午前１０時～午後３時

場所 今井公民館（石和町今井38）

対象 石和西小・富士見小学区に住んでいる小学生

持ち物
学習したい教科書・問題集など、筆記用具、飲み物、
手拭きタオル

事前申込
１２月９日（月）午後１時受け付け開始
電話による申込必要（定員になり次第、締め切り）

参加費 無料

定員 ２０名

主催 ボランティア団体 ブロッサム（blossom）

問合せ先
ボランティア団体 ブロッサム（blossom）
共同代表 岡 由子（TEL 055-263-3139）

みんなでカレーを作って食べよう！
”わからない”をなくそう！（学習支援）
笛吹川柳の「かるた大会」で楽しもう！


