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子ども食堂

～子どもが安心してすごせる場所～

＜子ども食堂とは…＞
♥地域と子どもがつながる「地域食堂（地域の居場所）
」となっています。そして、子どもが子ども同士で、あるいは地
域の大人と触れ合うことができる交流の場所であり、また、学習の場として宿題をしたり、わからない問題を大学生の
お兄さん、お姉さん、大人に教えてもらう場所でもあります。
♥コロナ禍の中、各子ども食堂では衛生管理に注意を払っています。
♥子ども食堂の食材や活動資金は、個人、企業、団体などの多くの方々の寄付によって支えられ、運営者とボランティア
の労力と心遣いで運営されています。“子ども食堂”は地域のみなさんを応援しています。
じゅう らく

…＊岡崎市内の子ども食堂＊…

主催 株式会社サンエス
★開催日時・活動内容は変更になる
ことがございます。詳しい内容については、
各子ども食堂へお立ち寄りいただくか、
お問い合わせください。
★参加費は活動応援代として支援
していただいております。

（さん・すまいる・さぽーと事業所）
住所 滝町十楽 8-3

おいでん家
（緑丘学区内）
主催 おいでんネットワーク
住所 美合町（おいでん家）
日時 毎月第２・４火曜日
（12 月のみ第１･３火曜日）
16 時～19 時

(さん・すまいる・さぽーと事業所内 喫茶十楽)
日時 毎月第３月曜日 17 時～19 時
参加費 子ども無料・大人 300 円

ココカラ
（六名学区内）

参加費 子ども無料・大人 300 円
申込方法申込は右記のＱＲから⇒
メール

oidenya2018@gmail.com

こども食堂 おかざき
（井田学区内）

主催

ココカラ

主催 ささじま商事株式会社

住所

向山町 5-10（向山ホール）

住所 井田町鎌研 38

日時

毎月第３木曜日 16 時～19 時

参加費 子ども無料・大人２00 円

（100％うさぎカフェ）
日時 毎月第２・４金曜日
16 時～20 時

メール kokokaraokazaki@gmail.com
ＨＰ

や

十 楽こども食堂
（常磐学区内）

https://kokokaraokazaki.jimdo.com

参加費 子ども無料 大人５00 円

ゆうあい

丘の上のこども食堂
（根石学区内）

友愛みんなの食堂
（根石学区内）

えほんしょくどう どうぞの店
（羽根学区内）
主催 サークル風
住所 羽根町若宮 30-1 FM EGAO 葵ホール
日時 毎月 23 日 17 時～19 時
参加費 子ども無料・大人３00 円
メール

kaze_voice@yahoo.co.jp

Facebook http://www.facebook.com/kaze.voice

Instagram
HP

instagram.com/douzonomise

http://kaze2005.crayonsite.net/

出張おいでん（クッキング型子ども食堂）
キッチン丸（上地学区内）
調理は休止
主催 おいでんネットワーク

運営 友愛の家

主

催

岡崎女子大学

住所 上地２-39-1 よりなん２階 調理室

住所 欠町清水田６-3（福祉の村内）

住

所

岡崎女子大学 体育館

日程 5/28(土)、7/2(土)、7/31(日)、8/28(日)

日

時

７/２（土）

友愛の家内 喫茶ラオン 交流スペース
日時 毎月第４水曜日 16 時～19 時
参加費 子ども(高校生以下)と障がいのある
かた無料・一般のかた 300 円
電話

21-8077

メール

FAX

64-7999

参加費

無料

定

５０名(子どものみに弁当配付)

員

その他

yuai@okazaki-fukushi.or.jp

9/17(土)、10/30(日)、11/27(日)、
12/11(日),R５.1/29(日)、3/4(土)、
3/19(日) 11 回/年

１０：３０～１２：３０

予

約

参加費 子ども(高校生以下)無料
大人 300 円

ゲーム・ビンゴ大会等実施
forms で受付(先着順)

申込方法申込は右記のＱＲから⇒
電話

ゆ ゆ

ゆ

ゆ

～

まめっ子
（本宿学区大幡町）

子ども食堂友遊夕のＹｏｕ
（矢作東学区内）

080-5161-4604
コミュニティカフェ「いちほし小町」
（岩津学区内）

主催 子ども食堂友遊夕のＹｏｕ実行委員会
住所 矢作町尊所 45-1 やはぎかん２階
日時 毎月第２火曜日、８月/第１金曜日
10 月・令和４年１月/第３火曜日
14 時～20 時 30 分の間
（事前予約制、定員 30 名）
参加費 子ども(高校生まで)：無料
高齢者(７５歳以上)：ワンコイン(100 円)
一般・保護者・ボランティア：３00 円以上
持ち物 筆記用具、マスク着用。
メール yuyuyunoyou2022@gmail.com
ＨＰ https://www.yuyuyunoyou.org

主催 子ども食堂まめっ子

主催 特例認定 NPO 法人 葵風

住所 大幡町方便野 72-1 大幡町第１公民館

住所 岩津町新城 19-3 いわづハウス

日時 毎月第３金曜日 17 時～19 時

日時 毎月第３土曜日 12 時３０分～14 時

（予約制、一週間前までに予約）

参加費 子ども無料

参加費 子ども無料・大人２00 円

大人の方は寄付金をお願いしています。

メール mamekko2020@gmail.com

電話 0564-84-5261

Instagram

FAX 0564-84-5271

20mamekko
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こども食堂オハナ
（六名学区内）

ヤマグチショクドー
（矢作北学区内）

主催 一般社団法人福祉相談所オハナ

子ども食堂ニコニコごはん
（城南学区内）
主催 天理教愛六分教会

住所 久後崎町キロ 7-1（ちばる食堂）

運営 ヤマグチショクドー

住所 天白町字清水 26（愛六分教会内）

日時 毎月第２火曜日 17 時～20 時

住所 舳越町東沖５ グローアップアカデミー内

日時 毎月１回・17 時～19 時・不定期

予約申込先

日時 毎月１回・日曜日 11 時～14 時

090-6092-0069

参加費 子ども無料・大人 300 円～
（障害者手帳提示無料、７５歳以上無料）
問い合わせ先
メール

070-5253-1262

（予約制 LINE） 5/19、6/27
参加費 子ども（中学生まで）100 円(応援代)

（予約制 Instagram）

大人 200 円

参加費 子ども無料・大人 300 円
Instagram

yamaguchishokudo_5

問い合わせ先

070-1495-3719

LINE 申込は右記のＱＲから⇒
※この LINE は他者に登録、
申込は見られません。

soudanjyo.ohana@gmail.com
こども地域食堂ジョイアスカフェ
（豊富学区内）8/27 オープン

みんなのこども食堂
（連尺学区内）8/25 オープン

こども食堂まきみどう
（六ツ美北部学区内）9/12 オープン

主催 天理教大眞分教会
主催 一般社団法人こどもと暮らす ii ねっと

住所 樫山町字ぐみづる 35 番地１

住所 連尺通３－４ 加賀屋ビル２F

日時 毎月１回 土日/11 時～13 時 平日/夕方

日時 第３日曜日 １８時～19 時半 （予約制）

不定期

主催

中根 悟・堀井 英晃

参加費 子ども無料（高校生まで）・大人３00 円

参加費 未就学児：無料

住所

牧御堂町水洗 50-1 蕎麦や口福内

Instagram

子ども(１７歳以下)：100 円
大人(18 歳以上)： 200 円

日時

第 2 月曜日 16 時３０分～19 時 00 分

電話

参加費 子ども(１８歳以下)：無料

＠r.minnanoouchi

申込方法 右記の QR から⇒

080-7887-6051

LINE 申込は右記の QR から⇒
①メール

大人(１９歳以上)：３００円

②Instagram

①joyous_cafe.kashiyama@gmail.com
②kodomo.chiiki.shokudo.joyous
みんなの食堂“ば～ばのキッチン”
（竜美丘学区内）10/16 オープン

ワクワク三ちゃん
（梅園学区内）９/17 オープン

子ども食堂 manma ハウス
（矢作南学区内）10/21 オープン
主催 子ども食堂 manma ハウス

主催

“ば～ばのキッチン”

住所 東本郷町荒井前４４(せいけんハウス)

主催

あすなろ

会場

南ヶ丘町公民館

日時 毎月１回 （不定期）17 時～２０時

住所

稲熊町４－７０

日時

不定期

日時

毎月第３土曜日 12 時～15 時

対象

（予約制 LINE）
対象

南ヶ丘町民

参加費 子ども(中学生まで)：無料
参加費 子ども(高校生まで)：10 円

矢作南学区内の子ども

参加費 子ども（中学生まで）無料
大人３00 円

大人：200 円

申込方法 右記のＱＲから⇒

大人：３００円
メール soulconnection222@gmail.com

申込方法 右記の QR から⇒

Instagram
manma_house
メール
kodomoshokudo.manma.house@gmail.com

⦿ おかざき子ども食堂・みんなの食堂連絡協議会“わークル” ⦿
● わークルとは…
岡崎市内で子ども食堂を運営している人たちが集まってつくり、お互いに情報交換や交流、子ども食堂同士の繋がりを築く事を目的とした
連絡会です。加入は任意で、現在 12 団体が加入し、13 か所で子ども食堂を運営しています。
① 十楽子ども食堂
② おいでん家
出張おいでん キッチン丸
③ ココカラ
④ えほんしょくどう どうぞの店
⑤ 友愛みんなの食堂
⑥ 友遊夕の You

（常磐学区内）
（緑丘学区内）
（上地学区内）
（六名学区内）
（羽根学区内）
（根石学区内）
（矢作東学区内）

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

まめっ子
コミュニティカフェ「いちほし小町」
こども食堂オハナ
ヤマグチショクドー
子ども食堂ニコニコごはん
こども地域食堂ジョイアスカフェ

■ 岡崎市社会福祉協議会 子ども食堂の立ち上げのお手伝いや、運営の相談を行っています。
＊子ども食堂でボランティア・寄付等したい方、子ども食堂について知りたい方は、お気軽にご相談ください。
■ 岡崎市社会福祉センター 住所：美合町五本松 68-12
Ｅメール：vc@okazaki-shakyo.jp
＊担当：総務課事業係 電話：47－7955 FAX：47-7956

（本宿学区内）
（岩津学区内）
（六名学区内）
（矢作北学区内）
（城南学区内）
（豊富学区内）

岡崎市社会福祉協議会
キャラクター『はぴりん』

