
名古屋市 子ども食堂マップ 追補 

 

ページ 区分 追加・変更後の内容 

名古屋市 変更 

 

№23 

子ども食

堂ひなた

でごはん 

 

所在地    【変更前】名古屋市中区金山 2-4-2 

      ⇒【変更後】金山ごちゃまぜテラス 

（名古屋市中区金山 2-4-2） 

メールアドレス【変更前】yuuki.mori0327@gmail.com 

      ⇒【変更後】info@happylabo.jp 

開催日時   【変更前】毎月第 4金曜日 11：30～13：30 

      ⇒【変更後】毎週金曜日 11:30～13:30 

対象者・料金 【変更前】どなたでも 100円 

⇒【変更後】子ども無料、大人(高校生以上)500円 

名古屋市 新規 １ 名称  

  キッチンキング子ども食堂 

２ 所在地 

  名古屋市東区筒井 2-11-24 

３ 開催日時 

  毎週水曜日 17:30～19:00 

４ 対象者・料金 

  幼児から中学生まで 

５ ホームページ等 

  インスタグラム、LINE 

名古屋市 新規 １ 名称 

  いしき食堂 

２ 所在地 

  名古屋市中川区下之一色町権野 167-1 

３ 電話番号 

  070-5332-3629 

４ メールアドレス 

  victory0503.1962@gmail.com 

５ 開催日時 

  毎月第３土曜日 11:00～13:00 

６ 対象者・料金 

  小、中学生 無料 

  高校生   300円 

７ ホームページ等 

インスタグラム 

mailto:info@happylabo.jp


名古屋市 新規 １ 名称 

  むらくも子ども食堂 

２ 所在地 

  名古屋市昭和区御器所 1-12-12 

３ 電話番号 

  052-871-1778 

４ メールアドレス 

  murakumo.koomoshokudou@gmail.com 

５ 開催日時 

  月１回 

６ 対象者・料金 

  子ども（中学生まで） 100円 

  大人   300円 

７ ホームページ等 

  ホームページ・フェイスブック・LINE 

名古屋市 変更 

 

№24 

地域食堂

おいまつ 

所在地    【変更前】名古屋市中区千代田２丁目７－２８ 

            天理教本宏分教会 

      ⇒【変更後】名古屋市中区千代田２丁目７－２８ 

対象者・料金 【変更前】小中学生：100円 高校生以上：300円 

      ⇒【変更後】未就学児：無料 小中高：100円 

            それ以外：300円 

ホームページ等【変更前】フェイスブック 

      ⇒【変更後】ホームページ、フェイスブック、 

インスタグラム 

名古屋市 新規 １ 名称 

  mogmoこども食堂 

２ 所在地 

  名古屋市中川区八熊 3-20-12 

３ 電話番号 

  090-9183-1928 

４ メールアドレス 

  Tokiniha2020@gmail.com 

５ 開催日時 

  毎月第３火曜日 18時～20時 

６ 対象者・料金 

  子ども  無料 

  大人   500円 

７ ホームページ等 

  インスタグラム・LINE 



名古屋市 新規 １ 名称 

  元気もりもり食堂 

２ 所在地 

  名古屋市名東区山の手 3-902 香流コミュニティセンター 

３ 電話番号 

  090-7023-2356 

４ メールアドレス 

  chiboumeito10@gmail.com 

５ 開催日時 

  毎月第３日曜日  

６ 対象者・料金 

  小中学生以下 100円 

  高校生以上  200円 

７ ホームページ等 

  ホームページ 

名古屋市 変更 

№50 

天白こど

も食堂 

所在地    【変更前】名古屋市天白区原 1-301 天白区社会福祉 

協議会在宅ワークセンター 

      ⇒【変更後】不定 

電話番号   【変更前】052-846-3564 

      ⇒【変更後】070-8973-1205 

名古屋市 新規 １ 名称 

  こども食堂ラフテル 

２ 所在地 

  名古屋市熱田区明野町 21-4 

３ 電話番号 

  090-5100-7565 

４ メールアドレス 

  kodomolaughtale@gmail.com 

５ 開催日時 

  毎月 23日  

６ 対象者・料金 

  こども 100円 大人  200円 

７ ホームページ等 

  インスタグラム 

名古屋市 変更 

№4 

こども食

堂 Qchan 

 対象者・料金【変更前】子ども（中学生まで）無料 

それ以上の方はお志 

      ⇒【変更後】子ども（中学生まで）無料 

            それ以上の方 500円以上の寄付 



名古屋市 新規 １ 名称 

  かけはしこども食堂 

２ 所在地 

  名古屋市西区枇杷島 3丁目 9－12 八幡社境内内 

枇杷島学区集会所 

３ 電話番号 

  080-3630-2410 

４ メールアドレス 

  nijiiro@npokakehashi.com 

５ 開催日時 

  毎月第 3日曜日（令和 5年 1月のみ第 4日曜日）  

６ 対象者・料金 

西区枇杷島学区及びその周辺地域のこども・住民の方々 

  1階食堂 大人：200円 こども：100円 

  2階わくわく体験コーナー 無料（一部有料コーナーあり） 

７ ホームページ等 

  ホームページ: https://npokakehashi.com 

フェイスブック、インスタグラム、LINE 

名古屋市 変更 

 

№11 

城北みん

なの食堂 

連絡先    【変更前】080-2369-3005（受付 16：00～18：00） 

      ⇒【変更後】080-2369-3005（受付 13：00～18：00） 

        ※Facebook「城北みんなの食堂」からの申込も可能 

開催日時   【変更前】毎週日曜日 

       【変更後】第 1,4日曜日、第 2,3土曜日 

対象者・料金 【変更前】高齢者、ひとり親：360円 

            3歳まで無料/4歳～小学生まで 50円/ 

            中高校生 200円 

      ⇒【変更後】後期高齢者、ひとり親：360円 

小学生 50円/中学生 100円、高校生 200円 

        ※お弁当と食料無料配布はセットです。 

名古屋市 変更 

 

№12 

東志賀こ

ども食堂 

連絡先    【変更前】080-2369-3005（受付 16：00～18：00） 

      ⇒【変更後】higashisiga@gmail.com  

        ※申込は前日 18時までにメールのみ対応。 

開催日時   【変更前】毎週日曜日 16:00～18:00 

       【変更後】第 1,4日曜日、15時から 15時 15分配食 

        ※お弁当と無料食品配布がセット。 

対象者・料金 【変更前】3歳まで無料/4歳～小学生まで 50円/ 

            中高校生 200円/高齢者、ひとり親：360円 

            /大人 390円以上の寄付 

       ⇒【変更後】利用はひとり親世帯と生活保護受給世帯以

外の経済的困窮家庭の子供。子供同伴で利用



可能。 

児童扶養手当証提示でひとり親の子供は中 

学生まで無料/大人：360 円 

           学区内の掲示板、回覧板を確認。 

名古屋市 新規 １ 名称 

  亀島ふれあい食堂 

２ 所在地 

  名古屋市中村区亀島 1丁目 5-37 

けやきの木保育園と亀島コミュニティセンター 

３ 電話番号 

  052-454-3733（けやきの木保育園） 

４ メールアドレス 

  atsuta-honbu@vesta.ocn.ne.jp 

５ 開催日時 

  お問合せください  

６ 対象者・料金 

無料 だれでも食堂（現在はフードパントリー） 

 


