
（昭和区）

（特色など）
①参加者の人数：小学生２０名程度、基本的には小学生が対象です。中学生もお姉さん役
として参加いただいています。未就学児も保護者の方とともにご参加いただくなど、ご相
談させていだだきます。

②イベント内容：参加者と、そのご家族の分のお弁当を配布いたします。その日ばかりは
保護者の方も家事を休んでいただき、お子さんとのだんらんの時間を楽しんでもらいたい
と考えています。
お弁当を作っている間は、「食育」をテーマにしたイベントを、お子さん向けに行いま
す。農家の方や飲食店の方、卸業者の方とテレビ電話で交流したり、「みんなの食卓の食
材はどうやってできるのか」「健康な体づくりには何が大切か」など、楽しみながら学ん
でもらいます。

③特色：毎回参加してくださるお子さんも多く、子供同士で仲良くなったり、第3の居場所
づくりとしての活動にもなっています。また食育イベントを通じて、家事の手伝いや、
「よく噛むこと」「バランスの取れた食事とは」など、お子さん自信が心身の健康な体づ
くりに目を向けてくれるきっかけ作りになっています。

④スタッフ、場所：メインサポーターである歯医者さんを中心に、医療従事者、飲食店さ
ん、弁護士さんなどさまざまな職種のボランティアスタッフにより活動が行われていま
す。歯医者さんが運営する飲食店「ヤゴトタマリバ・ZENYA CAFE」にて行われ、お弁
当も余計なものを使わず、栄養に気を使った内容を心がけています。

⑤伝えておきたいこと：お子さんだけでの参加も、保護者の方の同伴も可能です。学区を
問わず、遠方からもご参加いただいています。どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談くだ
さい。
お問い合わせは、公式ラインまたはウェブからのお申し込みが可能です。
開催の日程は公式ウェブサイト、または公式ラインからの配信をご参照ください。
公式ライン：https://lin.ee/sbwmEvo
公式ウェブサイト：http://onediningtable.jp

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 名古屋市昭和区山里町66-7（ヤゴトタマリバ・ZENYA CAF ）

開催日時 毎月１回・第３火曜または木曜　16:30 18:00

参加費 子ども
無料

基本的には小学生対象
その他 無料

名称 滝川だんらん食堂

主催者 NPO法人One Dining Table

連絡方法 電話（052）848-8510（ヤゴトタマリバ店舗内）
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（瑞穂区）

（特色など）

地域のみなさんの居場所をめざして
食と文化　つながりを育みます

みずほ みんなの食堂のここがいいね！
　1）抜群のチームワークでうまれる　おいしい食事
　2）楽しい食育の取り組み　野菜栽培・玄米つき体験など
　3）子どもも大人も　ボランティアも楽しむ！　流しそうめんなどのイベントを開催
　4）伝統行事も取り入れて　餅つきやおこしものづくり
　5）文化に触れる機会を作る　ストリーテリング・フラメンコ・三味線など 多彩な催し

　近隣の高齢者施設や、社会福祉協議会、児童館とのコラボ企画や
　スタッフ打ち合わせをかねた「おとな食堂」など
　色々なつながりも生まれてきました。
　みんなが楽しめる、一つの居場所となれるような
　あったかい食堂をめざしています。

みずほ みんなの食堂　facebook   https://ja-jp.facebook.com/mizuho.minna/

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 瑞穂区高田町1丁目8番地の1

開催日時 毎月　第3 もしくは　第4日曜日　11：00 14：00

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他
大人（大学生以上）

300円

名称 みずほ　 みんなの食堂

主催者 みずほ　みんなの食堂

連絡方法
事務局（平野）：090-7303-0506
 mizuho_minna@yahoo.co.jp
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（中川区）

名称 キッズカフェ　Buono Uno

主催者 特定非営利活動法人えがお咲く丘

連絡方法 電話番号：052-750-1802（9：00～19：00まで対応可）

（特色など）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 中川区高畑2丁目65番地　（スマイルワンアカデミー高畑）

開催日時
不定期　月2回17：00～19：00

（ブログ、インスタグラム、広告にて告知）

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他  

地域の子どもたちが、ほっとでき、楽しく過ごせ、

大勢でテーブルを囲い、わいわいとご飯を食べられる、

そんな居場所を作っています。

子どもたちの様子は、サイト内のブログやインスタグラムにて公開中

★Website http://egaosakuoka.org      ★ Instagram @egaosakuoka

毎回、たくさんの子どもたちが参加してい

ます。はじめのころは、危なっかしい包丁

さばきであった子どもたちでしたが、最近

では、スタッフが見守るだけで、調理工程

を進めてくれています。

料理を行いたい子は、エプロン、三角巾、

マスクを持参してください。

料理をしたくない子は、2階で遊べます。

（定員）

15名程度

（参加対象）

基本的に小学生のみとしていますが、

参加者のご兄弟が中学生、幼稚園・

保育園の幼児クラスの場合は、ご参

加できます。

（参加方法）

電話予約が必要となります。

※食物アレルギーがある場合は、必

ず事前にお伝えください。
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（中川区）

名称 子ども食堂　ささやか

主催者 鬼頭　伴周

連絡方法 080-1550-8498（あさ６時から夜９時まで）

（特色など）八幡中学生限定で、朝食を提供します。  アレルギー対応はしておりません
※コロナ対策として、席は１．５ｍ離れています。また黙食でお願いします。
※食中毒対策として、保健所に相談の上、食中毒対策を行っております。
         食品衛生責任者講習を受講済。調理者は月1回検便を行っております。
         HACCPも導入済。検食(提供した食事を冷凍保存する)も実施します。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 名古屋市中川区牛立町4-24-1　ファミールKITO　103

開催日時
毎月第２月曜日　朝7：20～8：10

変更の場合は子ども食堂の玄関扉に張り出します。

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 未定
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（港区）

名称 わ

主催者 特定非営利活動法人　愛を配る会

連絡方法 携帯：090-3307-7891

（特色など）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 港区協和1丁目814番地

開催日時 毎月第3土曜日　11：30～13：00

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 大人：300円

・毎回イベントを行い、子どもだ

けでなく大人も楽しくきてます。

・おじいちゃんおばあちゃんと子

供が一緒にごはんを食べて、話

したり、ゲームをします。

みんなの笑顔が広がってくれる

とうれしいです。
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（港区）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

-43-



（守山区）

（特色など）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 守山区小幡南二丁目5番34号（喰い処「心」）

開催日時 毎月第１・第３土曜　18：00～20：00

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100円

高校生:200円
その他 大人：300円

名称 心の子どもごはん

主催者 心の子どもごはん

連絡方法 携帯電話：080-2625-4143

旬の食材を使い、心もお腹もいっぱいにして帰って

もらえるように、ボランティアと共に頑張っています。

元々は和食処だったので雰囲気も味も満足してもら

えると思います。１８時～と１９時～の２部制で各回２

５名までですので、事前にご連絡ください。

・詳細は下記FBをご覧ください。参加方法についても記載があります。
＜http://kuidokorokokoro.web.fc2.com/kodomo_gohan.html＞

-44-



（守山区）

（特色など）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 守山区鳥羽見二丁目17番43号（鳥羽見コミュニティセンター）

開催日時 原則第3土曜日　12:00～14:30　

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 大人：200円

名称 鳥羽見キッズクラブ

主催者 鳥羽見学区連絡協議会　子ども育成対策委員会（キッズクラブ）

連絡方法 携帯：080-1622-3353（高橋）　dogduca31@gmail.com

・鳥羽見キッズクラブ子ども食堂は、地域による子ども達の「居

場所づくり」「子ども達と地域の方との交流」により地域で子ど

も達を守る取り組みです。

・費用は、鳥羽見連絡協議会にて運営しています。学習支援とし

ての寺子屋も行っています。毎月一度開催し、子ども達には学校

経由でチラシを配布、地域の方には回覧板にて告知しています。

・料理はバイキング形式にし、好きな物を好きなだけ食べても

らっています。調理師の高橋が毎回本格的な料理をつくり、地域

の方に手伝ってもらってつくっています。
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（守山区）

（特色など）

中日新聞に掲載
https://www.chunichi.co.jp/article/127192

朝日新聞に掲載
https://www.asahi.com/articles/ASNBL76V6NBDOIPE00W.html

小学5年生から中学3年生が対象です。定員は5名です。
麺や八刻丸という飲食店が食事を提供してくれています。
食事は、うどんかカツ丼を選べて、食後のソフトクリームがついています。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 NPO法人トレジャーシップ（名古屋市守山区下志段味池田758）

開催日時 第２・第４土曜日15:30-17:30（学習会90分、食事30分）

参加費 子ども 幼児:無料、小中学生:100円　高校生:200円 その他

名称 東海つばめ学習会 トレジャーシップ教室

主催者 東海つばめ学習会

連絡方法 電話番号：090-6054-2019
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（緑区）

名称 子どもとつくる子ども食堂　さばんなかふぇ

主催者 特定非営利活動法人こどもＮＰＯ

連絡方法 こどもＮＰＯ事務所：052-848-7390　　※平日9:00～17:30

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 緑区森の里一丁目94番地（大高南コミュニティセンター）

開催日時 毎月第2土曜日　10:30～16:00

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 300円

●さばんなかふぇってどんなところ？

子どもたちが暮らす地域の身近な場所で開催してい

ます。安心できるもうひとつの家のような雰囲気の

中で、子どもたちは遊んだりご飯を食べたり自由に

過ごしています。子どもたちの声がご飯やおやつづ

くりのメニューに生かされたり一緒に作ったり、子

どもの「やってみたい！」という思いを、おとなは

応援しながら一緒に楽しむみんなの居場所です。

●参加者の多くが子どもたちです。運営を支える資金

・食材等寄付での協力者を募集しています。ご支援

よろしくお願いします。

子どもたちと一緒につくる

たべる

あそぶ

つどう
すごす

＜子どもたちの声＞

・楽しい すべてが楽しい 

・いいところ 

・遊ぶ場所

・ごはんがおいしい

・友だちに会える

・みんなでごはんが食べられる

・はしゃいでも怒られない

当面の間、

活動を休止します
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（緑区）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

（特色など）

名称 かんばす子ども食堂

主催者 特定非営利活動法人　かんばす

連絡方法 電話番号：052-627-0883

開催場所
緑区鳴海町字姥子山22番地の1

（鳴海第二団地100号室　かんばす喫茶店）

開催日時 毎月最終土曜日　11：30～13：30

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他
大人：300円

70歳以上：100円

かんばす 

子ども食堂 

こんな時、子どもが 1人で入れる「子ども食堂」です。 

もちろん親子でも大人１人でのご来店も！ 

温かいご飯を用意してお待ちしております。  
至蛸畑 

             ここです！「かんばす喫茶店」 

               〒 ←鳴海団地内郵便局  

          ◇ 

            東が丘保育園 

○文     東陵中前    
東陵中                 

      米塚 

○文東が丘小                  

予約なしでＯＫ！
小学生まで１００円

    有松駅                          ７０歳以上１００円

その他の方３００円 

                    ←名鉄電車 

・今日は、1人で食事なんだぁ
・1人のご飯は少しさみしいなぁ
・今日ぐらい親子でゆっくり食べたいなぁ

・おしゃべりしながら食べたいなぁ

・みんなで一緒に食事がしたいなぁ

開催日

９月２８日（土）

１０月２６日（土）

１１月３０日（土）

１２月２８日（土）

１月２５日（土）

 ２月２９日（土）

 ３月２８日（土）

開催時間

１１時３０分～

１３時３０分まで

運営：特定非営利活動法人かんばす

問い合わせ：０５２－６２７－０８８３

食材の提供、ボランティアスタッフを募集し

ています。詳しくはお問い合わせ下さい。

注意：このご案内は令和元年９月時点のものを参考に添付しています。
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（名東区）

（特色など）

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 名東区高針台三丁目801番地の2（極楽コミュニティセンター）

開催日時 毎月第２日曜日11：30～14：00（受付は13：00まで）

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 200円

名称 サンデーランチわいわい

主催者 極楽学区地域福祉推進協議会

連絡方法 携帯：090-2340-4870（大橋）

赤ちゃん、こどもからパパ・ママ、シニアの方まで、多世代の方が集う

あたたかい居場所作りを目指しております。お子様、お孫さんと一緒に

是非、お出かけ下さい。お子さんだけでの来店も大丈夫です。安心して

送り出して下さい。皆様のお越しをお待ちしております。
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（名東区）

（特色など）カレーの他にも、コーヒー、デザートを用意しています。コーヒー１００
円、プリン又は杏仁豆腐はそれぞれ５０円です。小さいお子さんを持った家族が集まり、
家族同士で情報交換をしたり、普段家庭ではできないホワイトボードでのお絵かきや、お
父さんお母さんとオセロゲームやトランプをして遊びます。お母さんが忙しいときは、お
子さん達だけでも参加してくださいね。子ども会の行事やジュニアスポーツの練習日のお
昼ご飯にでも活用してくださいね。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 名東区勢子坊二丁目1304番地（貴船コミュニティセンター）

開催日時 毎月第2日曜日（学区の行事と重なった場合は振替）11：00～14：00

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 中学生以上：200円

名称 きふね食堂　おやこでワンコインランチ

主催者 貴船学区地域福祉推進協議会

連絡方法 貴船コミュニティセンター：052-701-0848（FAXも同じ）

衛生面の注意はできる限りのことに気をつけて

います。スタッフは全員マスク着用、受付を済

ませた方には手指消毒をして頂きます。テーブ

ルには、消毒用ウェットティッシュを置いてい

ます。

食中毒の心配から、今のところメニューはカレー

とコーヒー、プリン、杏仁豆腐のみですが、とて

も評判は良いです。今後、安全面を考慮したメ

ニューを増やしたいと考えています。

学生のボランティ

ア募集中です
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（名東区）

名称 食っとモンスター

主催者 株式会社Map'sコーポレーション

連絡方法
携帯電話：090-3155-0829（坂本）

Ｅメール：maps.copany3434@gmail.com

（特色など）子ども食堂とは！？
みんなでご飯を食べる楽しさを体感しよう！
いつも頑張っているお母さんの心に余裕を与えよう！
毎月変わる楽しい行事を一緒にたのしもう！！
年齢層は幼児～小学生が多いです。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所
名東区香流一丁目909（株式会社Map'sコーポレーション　事務所）
※駐車場はございません。近くのコインパーキングをご利用ください。

開催日時 毎週第３土曜日　１２時頃から

参加費 子ども
幼児:無料、小中学生:100
円　高校生:200円

その他 大人：３００円
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（名東区）

（特色など）
子どもや一人暮らしの老人が1人でも利用できるのが“元気もりもり食堂”です。
地域ぐるみで垣根のない居場所をつくることで制度のはざまの困りごと等
様々な人たちが助け合い、つながり、子どもと共に大人も笑顔になることを目標にしてい
ます。
手作りのご飯を通じて、信頼関係を築き、よりよい人生を送れるように、というのが
私たちのモットーです。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 名古屋市名東区山の手3丁目902　香流コミュニティセンター

開催日時 毎月第3日曜日　11：00～12：30

参加費 子ども
中学生以下　100円
高校生　　　200円

その他 大人　200円

名称 元気もりもり食堂

主催者 香流学区地域福祉推進協議会（安達恵子）

連絡方法 090-7023-2356（安達）
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（天白区）

　地域の寄り合いのような場所として、赤ちゃんからお年寄りまであらゆる年代の方々に
来ていただけます。また、近隣の方々からの野菜やお菓子などの支援もあり、季節の旬の
味を提供するよう心がけています。食後には、遊びやおやつ作り、時にはコンサートや防
災のお話など、いろいろな活動を行っています。

※参加される場合は、参加方法等の詳細について各食堂へ事前にお問い合わせください。

開催場所 天白区元八事五丁目43番地（黒田宅）

開催日時 毎月第３土曜日11：30～13：30

参加費 子ども
幼児:無料 小中学生:100円

高校生:200円
その他

大学生まで：無料
大人：300円

名称 こども食堂にっこにこ

主催者 黒田昭子・友人知人ネットワーク

連絡方法 電話番号（黒田）：052-833-8402

２０１９年６月の子ども食堂の模様です。メニューは、親子丼、揚げ餃子、２種類のサラダ、

みそ汁、デザートは杏仁豆腐、お菓子、食後の活動は「バイオリン演奏」でした。

毎月の子ども食堂の案内と開催報告はフェイスブックでお知らせしています。

（https://www.facebook.com/kodomoshokudo.nikkoniko）
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