愛知県
扶桑町

9 〜 10 犬山市
江南市
8
大口町
5 〜 7
13
一宮市
1 〜 4
小牧市
春日井市
岩倉市
15
11 〜 12 14

23 〜 25

清須市

あま市 33

愛西市

津島市

41 〜 45

40

豊山町

34 〜 38 39

稲沢市

49

北名古屋市

長久手市

29

大治町

30

弥富市

東郷町

46 飛島村
大府市

55 〜 57
知多市

58

常滑市

53

54

東浦町

半田市

武豊町

31

79

岡崎市

安城市

新城市

119

62 〜 72

碧南市

82 〜 83

美浜町

東栄町

32

高浜市 80 〜 81

阿久比町

設楽町

知立市
刈谷市 78

59 〜 60

50 〜 52

豊田市

84 〜 98

みよし市

豊明市
東海市

豊根村

日進市

名古屋市

蟹江町

47 〜 48

瀬戸市

尾張旭市 16 〜 22
26 〜 28

幸田町
西尾市

73 〜 74

75

蒲郡市

76 〜 77

豊川市

111 〜 117

61

豊橋市

99 〜 110

南知多町

田原市

118

※令和3年10月現在の情報です。マップへの掲載を承諾いただいた子ども食堂を掲載しています。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時・場所・参加費等は変更になることがあります。
参加の際は、事前に各子ども食堂にお問い合わせいただくか、Facebookやホームページなどでご確認ください。
※大人だけで参加される場合は、各子ども食堂にご確認ください。

制 作：愛 知 県 社 会 福 祉 協議会 ※本事業は、愛知県の補助を受け、愛知県社会福祉協議会で制作しています。
問合せ先：子どもの居場所応援プラザ
愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター内 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-50 TEL 052-212-5504

FAX 052-212-5505

愛知県
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

WAIWAIのわミー

tel:070-8314-1188

一宮市本町4-12-21

●毎週土曜日 17：00〜19：00
●限定なし 無料

「ＷＡＩＷＡＩのわミー」

WAIWAIのわミーⅡ

tel:070-8314-1188

一宮市本町4-12-21

●毎週土曜日 13：00〜16：00
●小中高生 無料

一宮市森本5丁目20-20
●木曜日を除く毎日 17：15〜18：15
●小学生・中学生 無料（※中学生は条件付き）
それ以上 1,000円以上の寄付

わくわくキッチンこども食堂
一宮市浅井町大日比野字北浦2668-1

tel:090-9905-5666

江南おりーぶ こども食堂
江南市尾崎町上田54番地

tel:0586-64-7078

tel:0587-96-6438

●毎月第3金曜日 17：00〜学習支援、18時〜食事（要お問い合わせ）
●どなたでも 無料

江南市布袋下山町東64

tel:0587-56-6668

（要予約）

●毎月第2・第4土曜日 12：00〜
●どなたでも 小学生 100円／大人 300円

うらら子ども食堂

tel:0587-51-1555

江南市江森町中24-1 KOTI江南店

●毎月最終水曜日
●子ども 100円／シニア 200円／高校生以上 300円

寺子屋夕焼け食堂

tel:090-9940-2939

犬山市犬山東古券70-2 地域資源カフェ チャンティ内
●毎月第1・3土曜日、毎月第2・4水曜日 16：30〜19：30
●小学生未満 無料／小学生〜高校生 100円
「犬山 シェイクハンズ」
おとな 300円
tel:080-5159-2216

e-mail:i̲am̲cookingpapa@icloud.com

●不定期
●対象者・料金 なし

食育びほく子ども食堂
丹羽郡扶桑町南山名野田浦32-1

tel:090-8953-6393

●毎月第3日曜日 11：00〜13：00
●どなたでも 300円

かがよひ食堂
岩倉市昭和町1-23

●毎月第4土曜日
●子ども 無料／おとな 300円

tel:090-3562-0479

岩倉市大地町乾出1-5 いわくら大地の里の家
tel:0587-50-5314
（いわくら大地の里の家）
●毎月火曜日（祝日を除く）
●はらぺこさん 18歳未満 無料
「子どもおむすび食堂（kodomoomusubi）」
おとな 300円〜

ぽっかぽか子ども食堂 ひまわりの会

丹羽郡大口町伝右2-350 カフェ Ant（アント） tel:080-4888-2525
●毎月第3土曜日 17：30〜
（お問合せください）
●小学生以下 100円／中学生 200円
「ぽっかぽか子ども食堂 ひまわりの会」
高校生以上 300円
小牧市北外山1470 とよめサロン

20
21
22
23
24
25
26

「コミュニティカフェかがよひ」

子どもおむすび食堂（旧びほく子ども食堂）

こどもっと食堂

19

「NPO元気ふれあい倶楽部」

e-mail:y.omori@heart-project.or.jp

こども食堂はらぺこあおむし

18

「とんかつや諭吉」

●毎月第1・第2・第4日曜日
●園児から中学生まで 無料／大人 300円

丹羽郡扶桑町栢森長畑658

17

「ＷＡＩＷＡＩのわミー」

とんかつや諭吉

Clappinʼ子ども食堂

16

tel:090-1108-2332

●毎月第4土曜日 14：30〜16：00
●小・中学生／大人 中学生まで 無料／大人 200円

（石田）

27
28
29

はらぺこ食堂

e-mail: harapeko̲kasugai@outlook.jp

春日井市総合福祉センター向い ポプラハウスの1階カフェ

●第2または第3金曜日 17：00〜19：00
●高校生まで 無料／おとな 寄附

「春日井 はらぺこ食堂」

瀬戸市子ども食堂〜ひるめしのたのしめるひ〜

tel:0561-82-7007

瀬戸市東山町1-90-5

●毎月第2土曜日 11：00〜12：30
●子ども 無料／おとな 500円

「瀬戸子ども食堂〜ひるめしをたのしめるひ〜」

やすらぎ会館で一緒にごはんを食べよう
瀬戸市川端町1-31 瀬戸市福祉保健センター

tel:0561-84-2011

●夏休み等の長期休暇中の数日、平日 11：00〜14：00
●学童などを利用せず、日中子どもだけで過ごしている子 無料

わくわくカフェ キッチンさとちゃん

瀬戸市東赤重町1-100
tel:0561-82-3300
新郷地域交流センター さとの家
●休止中
●小学生 100円／中学生 200円／おとな
（高校生以上）300円

まんぷくこどもカフェ

e-mail: info.seto.manpuku@gmail.com

瀬戸市菱野台4-4-3
●5月〜7月、9月：毎月第3土曜日 16：00〜18：00
10月〜3月：毎月第3土曜日 11：00〜14：00 ※4月、8月休み
「せと・まんぷくこども食堂」
●子ども
（高校生まで）100円／おとな 300円

コントレイル子ども食堂 みんなdeランチ

tel:090-7866-6433

瀬戸市松原町2-8

●毎月第1・3日曜日 12：00〜14：00
●どなたでもOK 無料

なかま食堂

「コントレイル子ども食堂」

tel:090-1479-9876

瀬戸市八幡台6-214

●毎月第4土曜日
●どなたでも 児童 無料／おとな 100円

かみああと子ども食堂
瀬戸市神川町20-1

tel:070-2671-1344

●不定期
●18歳未満の方 200円

いなざわ子ども食堂
稲沢市内公共施設

tel:090-1720-1000（17：00〜21：00）
e-mail: mayumiaokipress@yahoo.co.jp

●春休み、夏休み、冬休み等の不定期
●子ども 無料／おとな カンパ

みんなのcafe

「いなざわ子ども食堂」

tel:0587-89-0134

稲沢市駅前2-4-7
●毎月第3日曜日 11：30〜 100食（無くなり次第終了）
●18歳以下、ひとり親家庭、独居高齢者、生活困窮者 無料
その他の方は500円以上の寄付

（開催日のみ）

「みんなのcafe」

ハート＆ハート子ども食堂

tel:0587-24-3777

パークサイド食堂

tel:0561-54-8853

稲沢市西玄野528-2 塩らぁ〜めん専門店ＫＡＺＵ e-mail: heart.kodomo@gmail.com
●毎週日曜日 11：30〜13：00 1日3組予約制
●ひとり親家庭（子どもは中学生まで）の LINEID:@958yswhh
「ハート＆ハート子ども食堂」
子ども 無料／おとな 500円
尾張旭市柏井町弥栄229 東名古屋キリスト教会パークサイドチャペル内

●毎月第3水曜日 17：00〜19：00
●小学生以下 無料／中高生 100円／大学生以上 300円

ごちゃまぜ食堂

「パークサイド食堂」

tel:0561-54-3973

尾張旭市城山町長池下4502 城山公園内旭城レストハウス

●第2木曜日、第4土曜日
（但し、変更する月もあり）
●どなたでも 子ども
（中学生以下）100円／おとな 300円

「ひまわり福祉会」

尾張旭子ども食堂「おむすびや」

尾張旭市稲葉町1-41-1
tel:070-3144-6485
●毎週土曜日 12：00〜13：00
●子ども
（大学生まで ）100円／
ボランティアスタッフ 300円／社会人 500円 「尾張旭子ども食堂 おむすびや」

長久手子ども食堂

tel:0561-76-4941

長久手市坊の後114 長久手中央図書館内楽歩カフェ

●毎月第2・第4水曜日 17：00〜19：00
●子ども 300円／おとな 500円

「長久手子ども食堂」

30

日進絆子ども食堂

tel:080-3577-8684

（山崎）

日進市蟹甲町中島277-1 にぎわい交流館
●毎月第2日曜日 10：00〜食材の無料配布（なくなり次第終了）
●子供同伴無料配布

45

「日進絆子ども食堂」

31
32
33
34
35
36
37
38
39

うきぐも食堂

tel:0561-36-7988

（高信）

みよし市ひばりヶ丘2-1-1 おかよし交流センター

e-mail: tasedaikodomo@gmail.com

●毎月第3水曜日 17：00〜18：00
●子ども
（18歳まで）
と単身で60歳以上の方 100円／大人 300円

なかよし子ども食堂（旧にこにこ食堂）

tel:0562-93-5051

豊明市新田町吉池18-3 豊明市総合福祉会館

●毎月1回土曜日
（開催日時については要問合せ）
●高校生以下 無料／保護者 300円

星の宮わいわい食堂

（横井秀則）

●第4日曜日 11：00〜
●子ども15才まで 無料／おとな 300円（全額寄附）

地域食堂サンクス
（お弁当）
北名古屋市沖村柳原56 沖村ひかり園

●毎月1回不定期 日曜日 17：00〜18：30
●どなたでも 無料

ちゃん子〜子どもの居場所〜

tel:080-6955-4533

配布は完全予約制
tel:0568-25-8118

おひさまのつどい（地域食堂）tel・fax：0568-23-8500
北名古屋市久地野戌亥51 久地野児童館

●毎月第2日曜日 11：30〜14：00
●子ども 無料／おとな 300円

北名古屋市九之坪宮前6番地
●毎月第2日曜日 12：00〜14：00
●幼児とその保護者、
小学生を含む地域の方誰でも 御寄附

こども食堂 いちごえん

tel:0568-48-6806

tel:090-1782-3926

●毎月1〜2回 不定期
●高校生まで 100円／大人 200円

50

●奇数月の第4日曜日 11：00〜14：00（広報豊山に記載）
●子ども 無料／おとな 志

51
52
53
54

「豊山にじいろ食堂」

40
41
42
43

つしまこども食堂

tel:090-2937-2547

津島市内（移動式）

●不定期 月1回
●誰でも 子ども 無料／おとなは募金

草平ふれあい子ども食堂

愛西市内（コロナにより開催場所の変更あり）

（水谷）

e-mail: hisashi.mizutani3333@docomo.ne.jp

●不定期（開催日時等変更あり）
フェイスブックでご確認ください。

町方ふれあい子ども食堂

愛西市北河田町郷西343-1

56

「草平ふれあい子ども食堂」

tel:090-7023-9152

（水谷）
愛西市町方町大原75番地3
e-mail:tomoe.mizutani19600629@docomo.ne.jp
●不定期
（開催日時等変更あり。フェイスブックでご確認ください。）
「町方ふれあい子ども食堂」
●ひとり親家庭 無料

みんなの晩ごはん食堂

55

「つしまこども食堂」

tel:090-7317-2831

tel:0567-28-5505

●毎月第2火曜日 18：30〜
（定員30名 要問合せ）
●子ども 300円／おとな 500円

57
58

「れんこん村のわくわくネットワーク」

44

子ども食堂

愛西市日置町弐橋29-1 愛西市日置公民館

●隔月土曜日 月1回（2か所で隔月実施）
●小学生 100円

tel:0567-37-3313

tel:0567-37-3313

愛西市草平町新佐屋川30-1 草平団地集会所

●隔月土曜日 月1回（2か所で隔月実施）
●小学生 100円

じゅうしやまこども食堂
弥富市神戸4-26 あい・ふれあい1F

●不定期（公式LINEで確認ください）
●こども 無料

「NPO法人はぐくみ」

ひまわりこども食堂（蟹江）

tel:0567-95-7015

海部郡蟹江町今本町通32-2

●毎月第1木曜日
●幼稚園から高校生まで 無料／保護者 200円

「ひまわりケアサービス」

ONiGiRiこども食堂＆学習支援
海部郡蟹江町南2 南蟹江団地集会所

●不定期開催
●中学生まで 200円／高校生以上 500円

「ONiGiRi こども食堂」

ひがしこども食堂

tel:052-441-3114

海部郡大治町大字北間島字屋敷94

●不定期（お問合せください）
●会場まで安全に来られる児童 300円

緑いきいきルーム

tel:090-9187-5241

半田市石塚町1-184 緑ヶ丘住宅集会所
●毎月第1・3土曜日 ●小学生 50円／ボランティアスタッフ 100円
●毎週金曜日 15：00〜17：30に小学生対象の無料の放課後学習会も実施

https://peraichi.com/landing̲pages/view/midori-ikiiki

「こども食堂いちごえん」

e-mail: toyoyama.nijiiro@gmail.com

広報豊山に記載

49

「平田寺こども食堂」

北名古屋市高田寺砂場18 フードバンク愛知内 e-mail: ichigo-en@fb-aichi.org

豊山にじいろ食堂

48

「地域食堂”サンクス”」

（陽だまりハウス）
北名古屋市石橋角畑37 陽だまりハウス
e-mail: team.chanco@gmail.com
●毎月第3日曜日 10：00〜17：00
会場の都合により変更あり
「ちゃん子」
●子ども 無料／おとなは志

平田寺こども食堂

47

「豊明市社会福祉協議会」

tel:052-400-0440

清須市阿原宮東278（阿原公民館）

46

子ども食堂

59

サンクテーブル

tel:090-5874-5301

半田市花園町1-12-2 神戸公民館内

●原則毎月第2土曜日
●子ども 無料

「サンクテーブル」

やなべっ子食堂

tel:0569-47-5228

半田市岩滑高山町5-1 りんごぴあ

●第1日曜日 11：00〜13：00
●子ども 無料／おとな 300円

「ＮＰＯ法人りんりん」

学びの場 子どもの家

tel:0569-43-0660

（常滑市社会福祉協議会）
常滑市塩田町3-1
●毎月第1・第3土曜日
（学校行事により変更の場合あり）10：00〜12：00
●保護者が仕事などでお昼ごはんをいっしょにとることのできない
小中学生 100円

大府ふれあい食堂

tel:090-3881-0609

大府市梶田町六丁目274番地 北山公民館 e-mail: panpakapan006@gmail.com
●毎月第3土曜日9：45〜12：30
（開催時間はお問合せください）
「大府子ども食堂 ふれあい食堂」
●子ども
（中学生まで）100円／おとな400円

のんびり村のこども食堂

tel:052-625-0650

東海市加木屋町栗見坂11-1 生協のんびり村

●3か月に1度開催 4月・7月・10月・1月開催 10：00〜12：00
●どなたでも 子ども 100円／おとな 300円

とまと食堂

tel:090-5007-8539

（深谷）

東海市荒尾町東川16

●第4日曜日 10：00〜12：00
●誰でも 子ども 100円／おとな 100円

とまとのおうち

「とまと食堂 東海市」

tel:090-5007-8539

（深谷）

東海市富木島町新長口1-33

●毎週水曜日 10：00〜19：00
●誰でも 子ども 100円／おとな 300円

子ども食堂ちた

「とまと食堂 東海市」

tel:0569-89-7320

知多市佐布里字筒井17-1 ねっとＭＵＲＡ
●毎月1回（日曜日）
●外国人、シングルファーザー、シングルマザー、育児に悩んでいる乳幼児の
親子 子ども 無料／おとな 300円

子ども食堂はるたま

e-mail: harutama1480@gmail.com

知多郡東浦町大字石浜字連台2-1 石浜区民館

●毎月第3金曜日 16：30〜17：30
●おもちかえりごはん1食 200円 ※1人2食まで

「子ども食堂はるたま」
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子ども食堂みんなのいえ

e-mail: minnanoie7@gmail.com

知多郡東浦町緒川雁狭間63-2 新田会館

●毎月第3土曜日 10：00〜12：30
●子ども 100円／おとな 300円

あったかクラブ

「みんなのいえ」

e-mail: info.attaka.club@gmail.com

知多郡美浜町河和北田面143-1 称名寺
●第2土曜日 11：30〜15：00
第4金曜日 17：00〜20：00（学校長期休暇中などは変更あり）
「あったかクラブ美浜」
●子ども 100円／おとな 300円

十楽こども食堂

tel:0564-46-4110

岡崎市滝町十楽8-3 さん・すまいる・さぽーと 喫茶十楽

●毎月第3月曜日 １回
●子ども 無料／おとな 300円

ココカラ

岡崎市向山町5-10 向山ホール
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「さん・すまいる・さぽーと」

e-mail: kokokaraokazaki@gmail.com

●毎月第3木曜日 16：00〜19：00（食事提供時間17：00〜18：30）
●どなたでも 子ども
（高校生まで）無料／おとな 200円

78

「子ども食堂ココカラ」

や
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おいでん家
岡崎市美合町

e-mail: oidenya2018@gmail.com

●毎月第2・第4火曜日 16：00〜19：00
●どなたでもどうぞ 子ども 無料／おとな応援代 300円

まめっ子

e-mail: mamekko2020@gmail.com

岡崎市大幡町方便野72-1 大幡町第一公民館

●第3金曜日 16：00〜19：00
●高校生まで 無料／おとな 200円

えほんしょくどう どうぞの店
岡崎市羽根町若宮30-1 葵ホール
●毎月23日 17：00〜19：00
●子ども
（18歳まで）無料
おとな 300円（協力費として）

tel:090-2777-0841

tel:0564-21-8077

岡崎市欠町字清水田6-3
●毎月第4水曜日 16：00〜19：00
●子ども
（高校生以下）
と障害のある方 無料
おとな 300円

tel:0564-84-5261

岡崎市岩津町新城19-13

●毎月第3土曜日 11：30〜14：30
●子ども 無料／大人は 寄付

tel:070-5253-1262

子ども食堂ニコニコごはん
●毎月１回開催 17：00〜19：00
●子ども 100円（中学生まで）／大人 200円

tel:090-5872-7420
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tel:090-6642-8188

西尾子ども食堂

tel:090-8675-5923

岡崎市舳越町東沖5
●毎月一回 Instagramで案内
●18歳以下の子ども
（子ども1名につき保護者1名可能
「yamaguchishokudo̲5」
保護者の方は300円）
（石原）

●毎月第3土曜日
（状況によって変更あり。要事前連絡。）
●高校生以下のこども 無料／大人 300円

西尾市上町下屋敷47
●第3日曜日 9：00〜12：00（開催日時変更あり）
●どなたでも 就学前児 無料／小学生：100円
中学生以上 300円
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「友遊夕のYou」

ヤマグチショクドー

tel:080-7215-0776

NOCOʼSキッチン

tel:0533-66-3153

額田郡幸田町大字菱池字城山143-1 e-mail: aikei-kotaseikon@aikei-k.or.jp
障害者地域活動支援センターつどいの家内
●毎月第2土曜日 12：30〜14：00
●地域の子ども、保護者 無料
蒲郡市三谷町須田10-68

●第1・第3木曜日 16：30〜18：30
●子ども 無料／おとな 300円

「笑楽 NOCO'Sキッチン」

こども食堂ファミリア

tel:0533-59-8325

蒲郡市大塚町伊賀久保100-2 国際クリスチャンバプテスト教会内 1階カフェテリア

●毎月第3日曜日 12：30〜14：30
●子ども
（中学生まで）100円／大人 300円

「Kodomo Shokudou Familia」

ちりゅっ子かふぇ magocoro

tel:080-3656-4326

子ども食堂『ほっとライス』

tel:080-3649-6604

知立市西町神田41 西町公民館 e-mail: chiryucafe.magocoro@gmail.com
●会場変更の場合あり
●毎月不定期開催 11：30〜14：00（開催日お問合せください）
「ちりゅっ子かふぇ magocoro」
●子ども
（高校生まで）無料／大人 300円
刈谷市神明町 桜区市民館

（特定非営利活動法人 西三河在宅介護センター 竹上）

●毎月第4土曜日 11：00〜
●子ども 100円／おとな 300円

「子ども食堂ほっとライス」

子ども食堂 新安城ハウス
安城市東栄町1-9-10

tel:0566-96-6955

●現在活動休止中・再開未定
●子ども
（18歳未満）300円／高齢者・障害者 500円

コドモノダイドコsora
安城市東栄町2-7-1

e-mail: kodaidoko.sora.@gmail.com

●第2・第4月曜日
●子ども 無料／大人 300円

「コドモノダイドコsora」

へきなんみんなの食堂「さくら」tel:090-2937-5050
碧南市日進町3-47-2

●毎月第2土曜日 11：00〜12：30
●子ども 100円／おとな 300円

あつまれ！ふうせん広場

e-mail: takokimaisi0805@gmail.com

碧南市松本町28

●第1・第3土曜日に加えて、長期休み（夏、冬、春）開催
●子ども 100円／おとな 300円

「あつまれ！ふうせん広場」

「岡崎市 ニコニコごはん」

岡崎市矢作町字池田1番地142
●毎月第2火曜日 14：00〜20：00（食事17：00〜18：30）
●小学生〜高校生まで 無料／高齢者は ワンコイン
大人の方は活動応援代 300円以上

ぷちの輪 おてら横丁
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「こども食堂オハナ」

tel:0564-53-3586

岡崎市天白町字清水26番地

西尾市花ノ木町2-1 西尾総合福祉センター
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「いちほし小町」

●毎月第2火曜日
●子ども 無料／大人 300円／高齢者、障害者 無料

子ども食堂「友遊夕のYou」
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「岡崎市友愛の家」

いちほし小町

岡崎市久後崎町キロ7-1 ちばる食堂
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「えほんしょくどう どうぞの店」

友愛みんなの食堂

こども食堂オハナ
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幸田町子ども食堂
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ひまわり邸食堂
豊田市栄生町5-20

tel:0565-33-0800

●偶数月第4金曜日 17：30〜19：00（日程・時間の変更の場合あり）
●地域の幼児 50円／小・中学生 100円／保護者の方 200円

龍の子（たつのこ）
豊田市朝日ヶ丘6-41 神龍寺

tel:0565-33-8208

090-7439-8264

（大羽）

●毎月第3金曜日 12：00〜14：00
●どなたでも 無料

きらりん

豊田市田中町4-1-11 深田山第二公会堂

tel:090-4233-1620

●毎月第2土曜日 10：00〜13：00（変更あり）
●小中学生 100円

10代子ども食堂 ゆるっと ほっと かふぇ

豊田市豊栄町11-36-1
e-mail: 10daikodomosyokudo@gmail.com
末野原交流館
●第3日曜日 13：00〜
「ゆるっとほっとかふぇ」
●小学生以上の子ども、若者 100円

こども食堂さんぽみち

tel:090-9197-5667

豊田市若林西町松間20-1
●毎月第4土曜日 16：00〜19：00
●不登校、ひきこもり、コミュニケーションが苦手なお子さん 無料

（佐々木）

「こども食堂さんぽみち」

tel:0566-87-2744

（ぷちま〜る内）

「ぷちの輪」
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逢妻っ子「こどもの茶の間」
豊田市逢妻町3-33 県営集会場

●第2日曜日 11：00〜13：00
●中学生まで無料

tel:080-9483-2211
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あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと

tel:090-5614-3587

豊田市豊栄町9-99-5

●毎月第1・3月曜日
（変更あり）
●参加費カンパ制

「あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと」

ぬくもり♡ねっと

tel:0565-31-1808

（芝田）

豊田市昭和町2-46 崇化館交流館

●毎月1回 基本的には第3土曜日
●子ども
（小学校4〜6年生）100円

東山ぐぅぐぅ食堂

おおぞらランチ

tel:090-9129-8018

（寺田）

豊田市花園町屋敷32 花園八幡宮境内 花園児童館

●奇数月の第1土曜日 10：00〜15：00
●小学生とそのきょうだい児 子ども 100円／おとな 300円

アイビーの庭

豊田市本新町7-48-6 西部コミュニティセンター

tel:090-4233-1620

●お問い合わせください
●小中学生 無料

もぐもぐ子ども食堂

豊田市美和町3-25 県営集会場

tel:090-7031-0844

●毎月第2土曜日 10時〜15時
●多世代 中学生まで 無料／高校生から 300円

クックくらがいけ

tel:080-5106-9894

●調理・居場所の時 第4土曜日 10：00〜15：00
●子ども 100円／大人 200円〜お気持ち

豊田市堤本町本地5

豊田市藤岡飯野町田中245番地

tel:0565-52-4757

tel:090-4217-4861

●2か月に1回 日曜日 13：00〜16：00
●学校に行きづらいお子さまとご家族

子ども食堂「おとなりさん」

tel:0532-31-1419

●月1回 土曜日 なかよし保育 9：00〜12：00（18歳以下対象で、支援が必要な子どもは無料）
●事前予約制 子ども 250円／おとな500円／支援が必要な家族は全員無料
臨床心理士の先生が同席します。
（テイクアウトあり）
「おとなりさん 明照」
tel:0532-37-1209

豊橋市前田中町13-29 グループホームフジ1階多目的ホール

●原則月1回 第3もしくは第4土曜日 11：00〜15：00
●18歳未満 10円／ 18歳以上 300円

自習室＆カフェ talk

豊橋市中岩田4-1-2 岩田校区市民館
●休止中
●岩田小学校の児童及び岩田校区地域住民対象
子ども／おとなともに 200円（食材費）

豊橋子ども食堂＊なかよし
豊橋市飯村南4-6-4 飯村校区市民館

●第3土曜日 11：00〜13：00
●子ども 無料／おとな 300円
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「自習室＆カフェ talk」

tel:090-4196-1476

117

「岩田校区市民館 運営委員会」

tel:080-4537-1951

（高橋）

e-mail: metora@tees.jp

●原則毎月最終日曜日
（時間は要問合せ）
●どなたでも 子ども・70歳以上 無料／おとな 100円

豊橋市駒形町字退松85 グループホームたけのこ

111

「さわらびグループ」

tel:090-3454-1119

豊橋市老松町194
●毎週月・水・金曜日 15：00〜20：00
●中学、高校、浪人、大学生 300円／おとな 600円
（3時間まで利用可）

岩田っ子わいわいキッチン

110

「RAINBOWカフェ 豊田市」

豊橋市牟呂中村町6ｰ1 ●毎週水・木曜日 18：00〜19：30

子ども食堂 ふぇりこ
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「クックくらがいけ」

●毎月第4土曜日 11：00〜14：00
●子ども 100円／大人 200円

ＲＡＩＮＢＯＷカフェ
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「もぐもぐ子ども食堂」

豊田市岩滝町高入40-1〈特別養護老人ホーム くらがいけ〉

前林ひまわり食堂
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豊田市東山町
●毎月2回 第1or2 日曜日おすそわけ会 第3or4 月曜日こども食堂
●おすそわけ会：どなたでも
「東山ぐぅぐぅ食堂」
●こども食堂：こどもとその家族 無料

ちいきカフェたけのこ
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tel:0532-45-6213

（大矢）

「グループホームたけのこ」

118
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もとまち集いカフェ

豊橋市南大清水町字元町151 元町グループホーム
●第3土曜日 11：00〜13：30
（12月〜4月はインフルエンザ予防のため中止）
●どなたでも 子ども 100円／おとな 300円

この街 こども食堂

tel:0532-26-1125

LINE:https://lin.ee/wt9IrmG

豊橋市八町通三丁目12番地5 喫茶れもん内

●毎月第4土曜日 11：30〜13：00
●中学生まで 無料、高校生以上 300円

東海つばめ学習会 豊橋教室

tel:080-1563-2438

豊橋市松葉町二丁目63番地 豊橋市民センターカリオンビル

●原則毎週日曜日 14：00〜16：00
●学習意欲のある小・中・高生 無料

「東海つばめ学習会」

杜の子ども食堂・杜の子ども学習室

豊橋市三本木町字元三本木37番1
tel:0532-23-5181
●毎週月・水・金曜日
（GW・お盆・年末年始除く） （社会福祉法人双樹会 自由の杜）
17：00〜20：00
「社会福祉法人双樹会」
●貧困家庭の中学生までの子ども 無料

やまぐちさんちのハピネス食堂

tel:0532-55-0736

きりん食堂

tel:080-9492-7540

090-9694-0148
豊橋市向山西町6-2 天理教愛旭分教会
（山口）
●月1回
●誰でも参加ＯＫ
「やまぐちさんちのハピネス食堂」
子ども 100円／大人 200円
豊橋市清須町字地形100（清須神明社内「清栄館」）

●不定期
●小学生まで 100円／大人 300円

みんなの食堂
豊川市東豊町4-48

「kirin42422」

tel:0533-84-5678

（NPO法人ワーカーズコープ愛知三河事業所 櫻井）

●月1回土曜日 11：30〜13：00
●子ども 無料／おとな 200円

子ども食堂 ひまわりキッチン牛久保生涯学習センター
豊川市牛久保町若子52-9 牛久保公民館

tel:090-8158-2951

●月1回土曜日
（もしくは日曜日）10：00〜13：00
●子ども 無料／おとな カンパ

子ども食堂 ひまわりキッチン
豊川市諏訪西町2-205 諏訪神社

（内藤）

tel:090-8158-2951

（内藤）

●月1回日曜日 10：00〜13：00
●子ども 無料

子ども食堂 ひまわりキッチン御油生涯学習センター
豊川市御油町美世賜185-1

●月1回日曜日
●子ども 無料

はらぺこ食堂

豊川市金屋橋町100番地

●毎週水曜日
●中学生までの児童

こども食堂＆

豊川市高見町6-2 ちな舎
●第2日曜日
●全ての人 小学生以下・65歳以上 無料
それ以外 100円以上の寄付

豊成子ども食堂

豊川市中央通2-12 １F（SORRISO CAFÉ）

tel:0533-87-7214

090-8158-2951

（内藤）

tel:090-7609-7727

「お好みダイニングichi」

tel:090-4446-0980

「＃こどもしょくどうあんど」

tel:0533-95-3478

●月1回 18：30〜19：30
●高校生まで 子ども 100円／大人 300円

はちみつ子ども食堂
田原市保見町平城6番1

tel:0531-34-6788

●第3金曜日 18：00〜
●地域の幼児・小学生・中学生

おっとりくん食堂

新城市八束穂字天王1032-2

●毎月第3土曜日 10：30〜13：00（変更あり）
●無料

tel:0536-22-0760

「八楽児童寮」

名古屋市
1

13

ちくさこども食堂

tel:070-5409-0141

名古屋市千種区春岡1-4-13 キッチンARAGUSA
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●不定期（但し、日曜日 11：30〜13：00）
●誰でも 子ども 無料／おとな 300円

NPO法人マンナMANNA子ども食堂

tel:052-504-4023

名古屋市西区八筋町291
名古屋グレイスキリスト教会内

（藤田）

●毎月第3土曜日 12：00〜13：30
●誰でもＯＫ 子ども 無料／高校生以上 300円

「マンナmanna子ども食堂」

やまだっ子亭

tel:052-502-5581

名古屋市西区上小田井2-78

●第2金曜日 17：30〜19：30（お問合せください）
●子ども 無料／高校生以上 300円

「ちくさこども食堂」
ねこ

2

子ども食堂 猫

tel:080-1622-8548

（石上）

名古屋市千種区猫洞通3-7-45 ビレッヂ猫ヶ洞13号

●第3日曜日 11：30〜13：00
●中学生まで 無料／おとな 300円
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子ども食堂 笑顔

tel:052-522-8887

名古屋市西区又穂町5-40 稲生コミュニティセンター

●毎月第4日曜日 10：00〜13：00
●幼児 無料／小学生 100円／中学生以上 200円

「子ども食堂 猫」

3

サン☀サン子ども食堂“なかよし”

名古屋市東区砂田橋1-1-1 ジョイフル砂田橋1階 tel:052-856-3311

●原則毎月第2水曜日 16：30〜19：00
●小学生・中学生 100円

（社会貢献事業推進室 横井・瀬木）
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「サンサンスタイル」

4

こども食堂Ｑｃｈａｎ
（旧いずみこども食堂）

tel:052-938-9990

名古屋市東区代官町15-3 グランカーサ２F

●月〜金曜日 17：00〜20：00（土・日・祝 定休日）
●子ども
（中学生まで）無料／それ以上の方はお志
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よつ葉 こども食堂

tel:052-522-8202

名古屋市西区笠取町4-77 よつ葉の会 よつ葉レストラン

●毎月第3土曜日 16：30〜18：30
●未就学児 100円／小学生以上 200円
（イベント時は値段変更あり）

「よつ葉レストラン」

ほんあい子ども食堂МОＧＵ

tel:052-461-4326

名古屋市中村区大宮町1-60

e-mail: mail@hon-ai.org

●毎月17日 17：00〜19：00
●子ども
（中学生まで）無料／おとな
（高校生以上）300円

「こども食堂Qchan」

5

あじまわいわい食堂

「天理教 本愛」

tel:080-3636-5151

名古屋市北区楠味鋺3-1001-1あじま診療所駐車場
●毎月第3日曜日 11：00〜なくなり次第終了
（変更有）
●フードパントリー：無料
●食事提供：子ども 無料／大人 300円／高齢者 100円

18

「わいわい子ども食堂」instagram:わいわいこども７５８

6

ハローステーションかくれんぼ こども食堂

tel:052-918-7410

名古屋市北区中丸町3-22 林マンション1階

●毎月第3土曜日 11：00〜14：00
●中学生まで・60歳以上 無料／おとな 300円以上のカンパ

19

八社ちいきの食卓わいわい食堂

名古屋市中村区横井1-378
e-mail: takenokovc@gmail.com
八社コミュニティセンター
●隔月1回（偶数月の第一日曜日）17：00〜19：00
●子ども
（おおむね18歳まで）無料
おとな 500円以上の協力金
「竹の子ボランティアサークル」

ばっちゃんち

tel:090-9355-2933

名古屋市中村区大秋町4-21

●毎月1回（不定期）
●子ども
（18歳未満）無料／おとな 500円の協力金

「ハローステーションかくれんぼ」

7

わいわい子ども食堂

tel:080-3636-5151

名古屋市北区上飯田北町1-20-2 すまいるハートビル2階
●毎月第2日曜日 11：00〜なくなり次第終了
（変更有）
●フードパントリー：無料
●食事提供：子ども 無料／大人 300円／高齢者 100円

20

せんなり子ども食堂

tel:052-433-1363

（Kのキンパ電話番号）

名古屋市中村区上石川町3-35 Kのキンパ

●毎月第3木曜日 17：00〜
●18歳以下 無料／大人 200円位以上のご寄付

「わいわい子ども食堂」instagram:わいわいこども７５８

8

ソーネみんなでごはん

「せんなり子ども食堂」

tel:052-910-1001

名古屋市北区山田2-11-62 大曽根住宅1棟1Fソーネおおぞね内

●毎月最終火曜日 17：00〜18：45
●18歳未満の子ども 無料／おとな 200円以上のカンパ

21

「ソーネみんなでごはん」

9
10
11
12

おかださんの台所

tel:080-4376-3650

名古屋市北区志賀町3の52

22

●20日前後 17：30〜19：30
●小学生・中学生 100円／おとな 300円
70歳以上 200円

●毎月1回土曜日開催（お問合せください）
●子ども
（高校生まで）100円／おとな 200円
フードパントリーの食品配布は無料

城北みんなの食堂

23

「ふれあいこども食堂たばたん♪」

●夏休み・冬休み 週2日 指定の日
（要問い合せ）11：30〜13：00
●子ども 100円／おとな 100円

子ども食堂＠なかぶん

名古屋市中区新栄3-32-13 中文化センター

24

tel:080-2369-3005

「東志賀子ども食堂」instagram:higashisiga

tel:080-6459-1939

●毎月第3土曜日 11：30〜13：30
●中学生まで 無料／おとな
（高校生以上）300円

子ども食堂ひなたでごはん
名古屋市中区金山2-4-2

tel:052-750-1765

e-mail: yuuki.mori0327@gmail.com

●毎月第4金曜日 11：30〜13：30
●変更になることがありますので、ホームページでご確認ください
●どなたでも 100円

「happylab ひなたでごはん」

tel:080-2369-3005

（受付16：00〜18：00）
北区志賀町5-2-9 東志賀コミュニティセンター
●毎週日曜日16：00〜18：00（前日18：00までに電話予約）
●3歳まで 無料／ 4歳〜小学生まで 50円／中高生 200円
高齢者、ひとり親 360円／大人 390円以上の寄付

tel:052-228-8464

（NPO法人名古屋おやこセンター）

「子ども食堂なかぶん」

tel:052-911-2853

（受付16：00〜18：00）
名古屋市北区安井2-4-23 城北コミュニティセンター 2階
●開催場所：成願寺荘東と西 自宅配食 ※状況により変更有
毎週日曜日16：00〜18：00（前日18：00までに電話予約）
●3歳まで 無料／ 4歳〜小学生まで 50円／中高生 200円
高齢者、ひとり親 360円／大人 390円以上の寄付
「城北みんなの食堂」

東志賀こども食堂

名古屋市中区上前津2-12-23
中区在宅サービスセンターボランティアルーム

「こども食堂 おかださん」

ふれあいこども食堂たばたん♪
名古屋市北区田幡2-10-9 天理教忠愛分教会

こどもの食堂・なか

25

地域食堂おいまつ

tel:052-241-8454

名古屋市中区千代田二丁目7番28号
e-mail: mousikomi.oimatu@gmail.com
天理教本宏分教会

●毎月23日 17：00〜
●小中学生：100円 高校生以上：300円

三丁目食堂 おかんのごはん

名古屋市昭和区緑町3-3 天理教扶桑分教会内

「地域食堂おいまつ」

tel:090-8076-3336

●不定期（お問合せください）
●幼児〜高校生まで及び70才以上 100円／おとな 300円

26
27
28
29
30

つなぐ子ども食堂

名古屋市昭和区長戸町5-46 つなぐハウス

●月〜土曜日 10：00〜毎日随時開催
（休日＝日曜日、祝日／不定休あり）
●子ども 150円／おとな 350円

tel:090-3953-2561

（安藤）

e-mail: tunagu.mirai@outlook.jp

39

「つなぐ子ども未来」

ごきそ つなぐ食堂

tel:090-3953-2561

（安藤）
名古屋市昭和区恵方町2-15
e-mail: tunagu.mirai@outlook.jp
AJU自立の家デイセンター
●月〜土曜日 10：00〜毎日随時開催
（休日＝日曜日、祝日／不定休あり）
●子ども 200円／おとな 200円
「つなぐ子ども未来」

みずほみんなの食堂

40

まなびっこ・ほりた

41

tel:090-7303-0506

（平野）

名古屋市瑞穂区新開町24
●第3か第4金曜日
まなびっこ開催の場合 16：30〜18：00
フードパントリーの場合 16：30〜17：00（変更の場合）
●無料

子ども食堂 なかよしごはん

42

心の子どもごはん

名古屋市守山区小幡南2-5-34 喰い処「心」

tel:080-2625-4143

●17：40〜20：00の間で2部制（木曜20時までの予約制）
●どなたでも 幼児 無料／小中学生 100円
おとな
（高校生以上）300円

東海つばめ学習会 トレジャーシップ教室
名古屋市守山区下志段味池田758

tel:090-6054-2019

●毎月第2・第4土曜日 15：30〜17：30
（学習会90分＋食事30分）
●小学生100円、中学生以上200円

かたろう食堂

名古屋市緑区鳴海町字鉾ノ木17-2

「東海つばめ学習会」

tel:052-718-3492

●毎月第1土曜日 10：00〜15：00
●子ども
（高校生まで）無料／おとな 300円
「かたろう食堂」

tel:052-651-0924

名古屋市熱田区六番2-7-6

tel:052-611-2836

名古屋市南区鳴浜町3-20-2
●月〜金曜日 7：00〜20：00、日曜日 7：00〜18：00
定休日：土曜日と第1火曜日
●高校生以下、20歳前後、75歳以上の一人暮らしの方 200円またはお手伝い券
その他の方 500円 相談に応じます
「コミュニティ食堂マルチャンゴー」

「心の子どもごはん」

e-mail: bchi0411mayu@gmail.com

名古屋市瑞穂区高田町1-8-1
●第3か第4日曜日 子ども食堂の場合 11：00〜14：00
フードパントリー＆お弁当配布の場合12：00〜12：30
●子ども 無料／大人 カンパ
フードパントリー &お弁当配布
「みずほみんなの食堂」

コミュニティ食堂マルチャンゴー

43

●毎月7、17、27日
●子ども 100円／大人 300円

かんばす
「子ども食堂」

tel:052-627-0883

名古屋市緑区鳴海町字姥子山22ｰ1 鳴海第二団地100号室

●毎月最終土曜日 11：30〜13：30
●小学生まで 100円／ 70歳以上 100円／その他 300円

「子ども食堂 なかよしごはん」

31
32

こども未来食堂

tel:052-363-8722

名古屋市中川区西日置町10-107
デイサービスセンター西日置フラワー園

44

●毎月第3日曜日 11：00〜13：00
●子ども 無料／高校生以上 300円

「社会福祉法人フラワー園」

キッズカフェ BUONO UNO

tel:052-750-1802

中川区高畑2-65

45

●不定期 17：00〜19：00（お問合せください）
●年少〜小学生 300円
「egaosakuoka」

33
34
35

ほんわか食堂inみなと

tel:080-3633-5401

（松土）

名古屋市港区木場町9-9 東築地学区防災センター

●毎月第3土曜日
（お問合せください）
●高校生以下 無料／大人 300円
（フードパントリーは無料）

「ほんわか食堂」

なかよしごはん港 尾頭さんの台所

名古屋市港区本宮町1-63 天理教尾頭分教会内 tel:080-6914-0560

（出原）

●第2土曜日 11：30〜13：30
※先着50名。お問合せください
●幼児から中学生と、その保護者 100円

笑顔いっぱい食堂

46
47

tel:052-653-5347

（堀）

名古屋市緑区森の里1-94
大高南コミュニティセンター
●当面の間 活動休止
●子ども
（0歳〜高校生まで）無料
おとな 300円

tel:052-848-7390

（特定非営利活動法人 こどもNPO）

「特定非営利活動法人こどもＮＰＯ」

ふれあい食堂 わ・わ・わ

tel:052-626-5937

ＷＯＲＫ ＨＯＵＳＥ

tel:052-825-3422

名古屋市緑区滝ノ水1-902 サンMALEKI 1Ｆ
訪問介護事業所 幸の運び
●毎月最終土曜日 12：00〜13：30
●どなたでも 子ども
（中学生まで）100円
おとな 300円
名古屋市緑区曽根1-140

（加藤）

●毎月2回不定期 16：30〜19：30（ラストオーダー 19：00）
●子ども15歳まで 無料／16歳〜20歳 障害者、高齢者200円
親子参加の大人 300円／一般 500円

「特定非営利活動法人こどもＮＰＯ」

「なかよしごはん港」

名古屋市港区稲永4丁目4-12
さくらふれあいホール（稲永消防団併設）
●毎月第2土曜日 11：00〜12：30、9月のみ21日の敬老の日
●子ども
（18歳まで）無料／おとな 300円

子どもとつくる子ども食堂 さばんなかふぇ

48

藤が丘子ども食堂

tel:080-1615-0100

名古屋市名東区藤が丘177市営藤が丘荘4階集会室

●毎月第2土曜日 11：00〜14：00
●高校生まで 無料／おとな 300円
障害者手帳持参の方2人で 300円

かみやしろふれあい食堂

「藤が丘子ども食堂」

tel:052-777-1225

名古屋市名東区上社1-301-1 コープあいち上社店

●不定期 ※お問合せください
●子ども
（中学生以下）無料／おとな 300円／ボランティア 100円

「笑顔いっぱい食堂（旧みなと区こども食堂‒実行委員会‒）

36

子ども食堂 陽まわり
名古屋市港区春田野2-2104

tel:052-870-4657

49

●夏休み・冬休みの長期休暇 11：30〜13：00
●子ども 100円／おとな 300円
「子ども食堂 陽まわり」

37

子ども食堂 わ

名古屋市港区協和1-814

tel:090-3307-7891

50

●毎月第3土曜日
●子ども
（高校生まで）無料／大人 300円

サンデーランチわいわい（地域福祉推進協議会）
名古屋市名東区高針台3-801-2
極楽コミュニティセンター

38

名古屋市南区南陽通5-1-3 名南病院講堂

天白こども食堂

●毎月第3土曜日 11：00〜14：00（お問合せください）
●高校生以下 無料／大人 300円
「ほんわか食堂」

「極楽ねっと」

tel:052-846-3564

名古屋市天白区原1-301 天白社会福祉協議会内 在宅サービスセンター

●不定期
●幼児〜中学生 無料／おとな 300円
「天白こども食堂」

tel:080-3633-5401

（松土）

（大橋）

●第2・第3日曜日
（お問合せください）
●未就学児 無料／小学生 100円／中学生以上 200円

「わ。子ども食堂」

ほんわか食堂

tel:090-2340-4870

51

こども食堂にっこにこ
名古屋市天白区元八事5-43

tel:052-833-8402

（黒田）

●毎月第3土曜日
（夏休み・春休みは変更あり）11：30〜13：30
●どなたでも 子ども
（大学生まで）無料／おとな 300円
「こども食堂にっこにこ」

名古屋市
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※令和3年10月現在の情報です。マップへの掲載を承諾いただいた子ども食堂を掲載しています。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時・場所・参加費等は変更になることがあります。
参加の際は、事前に各子ども食堂にお問い合わせいただくか、Facebookやホームページなどでご確認ください。
※大人だけで参加される場合は、各子ども食堂にご確認ください。
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