関東（東京以外）…４９
茨 城 県

千 葉 県

３１０食堂

水戸市

こども食堂 さきくさ

千葉市

にこにこ食堂

水戸市

空いろ食堂

千葉市

ii場所
「みらサポ」

龍ヶ崎市

KOSO こどもクッキング

船橋市

生活学校こども食堂

坂東市

凛童舎 シニア・子ども食堂

船橋市

つくば
「子供の家」
食堂

つくば市

あさひ子ども食堂

旭市

ほぺたん食堂

下妻市

市川こども食堂

市川市

八千代オハナこども食堂

結城郡

おむすび食堂

船橋市

栃 木 県

子ども食堂流山 から風流

流山市

昭和こども食堂

宇都宮市

こがねはら子ども食堂

松戸市

Ozeこども食堂

下都賀郡

松戸こどもカフェ Café de Lapin

松戸市

たかねざわ ぽかぽか食堂

塩谷郡

ふらっとホーム

八千代市

ほほえみこども食堂

佐野市

MAKANAこども食堂

河内郡

群 馬 県
ひだまり子ども食堂

（2017年1月4日現在）

軒

駒岡 丘の上こども食堂

横浜市

スマイル小山台
「スマイル食堂」
サービス 横浜市
安中市

埼 玉 県

ど も 食 堂 195

神 奈 川 県

子ども食堂 「たまプラごはん」

横浜市

ナナ食堂

横浜市

さいたま子ども食堂

さいたま市

のばこども食堂

横浜市

えだまめこども食堂

上尾市

ムーミンなかま食堂

横浜市

こども食堂
「ころあい」

吉川市

こども食堂 home

川崎市

越谷こども食堂

越谷市

相南ハッピーこどもしょくどう

相模原市

みなみこしがやこども食堂

越谷市

だがしあたー イエスマン

相模原市

コミュニティーキッチン

所沢市

なごみこどもしょくどう

相模原市

ところざわこども食堂

所沢市

南台こどもしょくどう

相模原市

東松山子ども食堂 チ・アモ

東松山市

ほんそん子ども食堂
「いただきます」

茅ヶ崎市

ホットほっとタイム

上尾市

Yokosuka 子ども食堂

横須賀市

まぜこぜ食堂

新座市

よってって キッズベリ

比企郡

わいわい夕食会

鴻巣市

〜こども食堂のつづけ方〜

東京…８１
みなみすなこども食堂

江東区

下町こども食堂千束

台東区

ふろしキッチン こども食堂

練馬区

足立区

からだメンテナンス×こども薬膳食堂

品川区

わんがんこども食堂

中央区

あきしまこどもクッキング

昭島市

足立区

北品川クロモンこども食堂

品川区

池袋こども食堂

豊島区

クッチィナいなぎ

稲城市

足立区

銀や

品川区

要町あさやけ子ども食堂

豊島区

竹丘子ども食堂

清瀬市

荒川区

すこやか食堂

品川区

がんばれ！子供村 こども食堂

豊島区

みんなの居場所＊また明日

小金井市

荒川区

となんこども食堂

品川区

椎名町こども食堂

豊島区

まるちゃんCafé

小平市

板橋区

あーすりんくきっちん〜原宿つながる食堂

渋谷区

東池袋こども食堂 キッチンOh！WAY 豊島区

こども食堂かくしょうじ

調布市

板橋区

新宿ニコニコこども食堂

新宿区

みんなの食堂

中野区

ちょうふ子ども食堂

調布市

板橋区

東長寺こども食堂

新宿区

キラキラこども食堂

練馬区

西東京わいわいクッキング

西東京市

板橋区

みんなでつくる*さくらこども食堂

新宿区

石神井ゆうやけ子ども食堂

練馬区

はちおうじ子ども食堂

八王子市

板橋区

高円寺・子ども食堂

杉並区

ダイコンこども食堂

練馬区

滝山ふれあい子ども食堂

東久留米市

江戸川区

西荻・寺子屋食堂

杉並区

別邸ダイコンこども食堂

練馬区

東村山こども食堂 stand by me KOBO'S

東村山市

大田区

風神亭まんぷくこども食堂

杉並区

太陽の子 東大泉学園子ども食堂

練馬区

南街こども食堂

東大和市

大田区

ことといこども食堂

墨田区

ねりまこども食堂

練馬区

けんけん
（健健）
こども食堂

日野市

葛飾区

駒沢子ども食堂

世田谷区

こども食堂 ゆうやけこやけ

練馬区

こどもの居場所作り＠府中

府中市

葛飾区

せたがやこども食堂・みっと

世田谷区

おたがいさま食堂せんごく

文京区

コミュニティキッチン鶴川

町田市

葛飾区

世田谷さんさん子ども食堂

世田谷区

坂下おかえりごはん

文京区

にこにこ清風食堂

町田市

北区

ぞんみょうじこども食堂

世田谷区

マチイク子ども食堂

文京区

みたかやま子ども食堂

三鷹市

北区

ようがこども食堂

世田谷区

みなと子ども食堂

港区

三日月子ども食堂

武蔵野市

北区

若林子ども食堂 みのり

世田谷区

めぐろおいしい子ども食堂

目黒区

江東区

下町こども食堂さくら

台東区

めぐろごほんぎ子ども食堂

目黒区

【 主催 】
豊島区、
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク、
こども食堂ネットワーク

ながたこども食堂

神戸市

キッズカフェ「タベルバ」

福岡市

前野町子ども食堂 わくわくランド
福岡こども食堂

福岡市

えどがわあったか子ども食堂
リトルワールドわくわく広場

福岡市

キネマえがお食堂
おおのじょうこども食堂 みずほ町

大野城市

だんだん こども食堂
おおのじょうこども食堂 おおり

大野城市

あおとこども食堂
おおのじょうこども食堂

大野城市

こども食堂 はぐくみ

神戸市

丸子せんマル子ども食堂

静岡市
放課後等デイサービス わおん

神戸市

ゆずのひ

静岡市
明石こども食堂plus花園こどもレストラン

明石市

竜南ひまわり子ども食堂

静岡市

中国・四国…５
広 島 県
山 口 県

にしなり★こども食堂

大阪市

こども食堂 松原
はぐ食堂

大阪市
池田こども食堂 さくら

池田市

ひがしっこ子ども食堂
ココ こども食堂

富田林市

大月こども食堂
たかつき子ども食堂

高槻市

四條畷市

信州こども食堂

松本市

あさがお子ども食堂

山形市
ふれ愛 子ども食堂

寝屋川市

のぞみ食堂（※2017年4月開設）

小諸市

ゆあら元気食堂

米沢市
こども食堂mominoki

三島郡

小牧市

まつりかこども食堂

香 川 県

ことぶき子ども食堂

地域リビング おかえりごはん

九州・沖縄…９

南蔵院こども会

福 岡 県

静岡市

ヒューマン・ハーバーこどもカフェ

高松市

子ども村：中高生ホットステーション
みき 子ども食堂

木田郡

ほっこりアイランド in 南千住

●ＮＰＯ法人
﹁チャイルドケアセンター﹂︵福岡県︶
ふくおか筑紫子ども食堂ネットワークとし
て︑福岡県大野城市︑太宰府市︑筑紫野市︑
那珂川町で︑
﹁こども食堂﹂の運営支援を行
なってきた︒また︑子ども食堂の開設と同時
に﹁こども食堂﹂に特化した﹁ふくおか筑紫
フードバンク﹂を立ち上げた︒食材の提供を
うけ︑提供する立場において︑企業︑個人︑
団体などから︑冷凍品だけでなく︑常温の食
材などの管理︑保存していく責任上︑保健所
やエフコープ︑グリーンコープ︑福岡県リサ
イクル研究所などの食品のプロからアドバイ
スをいただきながら︑フードバンクとしての
体制整備を行ってきた︒現在は︑安心安全の
中で食品を受け入れるだけでなく︑食材を提
供する子ども食堂さんに対しての衛生管理や
食材の管理などの勉強会を行うことができて
きたことで︑企業からも喜ばれているだけで
なく︑食材︑衛生備品︵マスク︑手袋︑帽子︑
消毒剤など︶の提供をしている子ども食堂さ
んからも大変喜ばれている︒その他︑企業の

食堂の立ち上げ︑運営支援を実施している︒
以下︑形の違う子ども食堂の運営状況
①﹁おおのじょうこども食堂 みずほ町﹂
株式会社 西松建設さんの社員寮にある食
堂と調理室をこども食堂として利用し︑管理
人室として使われていた場所を備品倉庫とし
て無償提供を受けている︒
・流れ
きないかと連絡があり︑立ち上げ支援をした

企業側から︑NPO への何らかの応援がで
こども食堂を視察してもらう︒その後︑当団
体として独自開催するこども食堂の場所が欲
しいと伝えると︑大野城市内にある社員寮の
話が浮上し︑協議を重ね現在に至る︒
・メンバー
NPO スタッフ︑会員︑地域ボランティア︑
こどもの絵本専門店︑西松建設社員寮のみな
さん
・打ち合わせなど
事前に実行委員会は開催せず︑当日ボランテ
ィアをふくめたミーティングと反省会を実施
する︒その中で︑次回の基本メニューを決定︒

順次こども食堂をオープンすることが︑区長
会で決定︒ カ所の公民館で子ども食堂の立
ち上げと運営補助を行い︑ 年度に入り︑新
たに か所でこども食堂の開設に向け︑実行
委員会を立ち上げている︒区長を中心に︑文
化部 ・ 福祉部 ・ 子供育成会 ・ 貸出文庫部 ・
食改善部会の代表などで構成する実行委員会
を設置し︑地域全体でこども食堂を運営して
いる︒公民館の事業として位置づけられてい
るので︑調理室や空調︑電気代ガス代など一
切無料︒
③﹁特別養護老人ホーム悠生園内 こども食
堂﹂
特養でこども食堂を開催できないかとの相
談があり︑会場の下見︑人員配置など開催に
向けて調整をし︑ボランティア︵筑紫女学園
の学生や教師︶とともに︑開催した︒
④当団体で運営していた﹁ふくおか筑紫フー
ドバンク﹂は︑ 年 月より︑運営委員会を
組織しました︒現在は︑事務局を当団体が担

http://chikushifoodbank.net/

う形で運営しています︒
○ＨＰ

●信州こども食堂︵長野県︶
長野市から後援をいただけたので︑優先し

子ども食堂 キタクマ
滝野川子ども食堂

子ども食堂
「ののはな」

同意書」
を基に制作しました。もし、
ご近所に参加を希望され
るこども食堂さんがいらっしゃったら、
ぜひお誘いください。
参加同意書は、
こちらからダウンロードをお願いします。

パルこども食堂

この欄は、
こども食堂ネットワークにご提出いただいた
「参加

須賀川市
静岡市
飯田子ども食堂

豊洲こども食堂

て会場を取れることができるようになった︒
また︑地域の食材の会社から肉や冷凍食品の
支援をいただけたり︑農家さんから野菜︑米
を提供していただいたり︑県庁︑市役所でフ
ードドライブを開催したりと様々な方から多
様な支援をいただけるようなった︒

さくら
千束︵東京都︶

資源確保は︑全てにおいてネットの力が大

●ねりまこども食堂︵東京都︶

きいと思います︒

●下町こども食堂
下町こども食堂

現在は食材・ボランティアの面では地域と
の連携がとてもうまくいっています︒こまめ
に地域の方とのお付き合いの中から︑いろい
ろな手助けをしてくれる人がつながっていま

調味料 飲食店・メーカー︶

魚 漁師・魚屋︑肉 肉屋︑たまご パン屋︑

から食材の寄付をいただく︵米・野菜 農家︑

新聞コラム︑ブログなどで活動を知った方

●はこだてこども食堂︵北海道︶
〜つくってたべよ いっしょにたべよ〜

す︒

http://kodomoshokudou-network.com/pdf/douisyo.pdf
那覇市
那覇

あだち子ども食堂

徳 島 県
28

in

静 岡 県

大野城市内 行政区にある の公民館で︑

7

子どもの広場

宮城野子ども食堂

敦賀市

②﹁大野城市内の公民館 こども食堂﹂

27

沖 縄 県

大月市

こども食堂 青空

食堂を開催しながら︑地区公民館でのこども

3

鹿児島市

名古屋市
こまき 子ども食堂

4

森の玉里子ども食堂

仙台市

大阪市

函館市

CSR と協力し︑当団体が運営するこども

27

鹿 児 島 県

福 島 県

なわて子ども食堂

27

ふくおか筑紫フードバンク＆子ども食堂 大野城市

あったかキッチン水元
瓦田公民館

北千住やさい子ども食堂
徳島市
ミタスカフェ

東 京 都
岩国市
とりでこども食堂

広島市
こども食堂 きんちゃいごはん

おりざの食卓

なごほりこども食堂

参 加 こ
名古屋市
なかよしごはん
和歌山市
冒険こども食堂

仙台市
甲府市

福井市

東北…８

あったかごはんの会

こども食堂をつづけるために
を
必要な資源︵場所︑資金︑食材︑ボランティアなど︶
確保するための実践例

北葛飾郡

心の子どもごはん

和 歌 山 県

愛 知 県
CODOMO食堂かんまき

熱海市
三島市
生駒郡

みんなのみしま
こども食堂いかるが

Smile熱海寺子屋＠今宮神社

奈 良 県

山 形 県
長 野 県

石巻市
コスモス子ども食堂
敦賀市

仙台市

いずみ子ども食堂

山 梨 県

盛岡市
ひまわりこども食堂

宮 城 県

大阪市

インクルこども食堂
菅原こども食堂

すかがわこども食堂わらりら
麻機ベーテル子ども食堂

兵 庫 県

岩 手 県
福 井 県
大 阪 府

金沢市
舞鶴市

石 川 県
京都市
よのなか塾 こども食堂

かなざわっ子nikoniko食堂

東九条こども食堂

高岡市
オタヤこども食堂
京都市
嵐山こども食堂

函館市
街のぬくもり 本町こども食堂

富 山 県
京 都 府

1

新 潟 県

はこだてこども食堂
新潟市
にいがた
「ふじみ子ども食堂」
松阪市
鈴の湯こども食堂

北 海 道

甲信越・北陸・中部…２０
三 重 県

北海道…２
近畿…２1

●東長寺こども食堂︵東京都︶

アでお手伝い下さる方は檀信徒が多く︑寺報

︵栃木県︶

●コイコイ食堂︵元・日光こども食堂︶
︻場所︼
︵年 回発行︶や HP での活動報告︑SNS

お寺主催のこども食堂のため︑ボランティ

母体施設で行っているため︑あまり負担を感

資金はアルバイトなどをして確保しています︒
がりを持ち︑毎回 〜 人の学生に来てもら

また︑大学生のボランティアグループと繋

での情報発信を見てご連絡下さる方も増えて

ボランティアさんはいませんが︑
﹁予約制﹂
いこどもの遊び場の見守りをしてもらってい

じていません︒

であること︑
﹁認知されていない﹂ことも自
ます︒

います︒

分のペースで出来ていると思います︒開催１

︻資金・ボランティア︼

4

なるとは思えない︒公共施設を指定管理で運

題︒場所︑資金その他は今後も大きな問題に
と開催日時の固定化が必要で︑公民館の都合

ティアの確保が出来ております︒やはり場所

現在︑SNS 等を駆使して食材とボラン

年を過ぎ︑
﹁地域ニーズ﹂と︑続けるための
ス︶での開催です︒資金は︑元々檀信徒の別

お寺内の施設︵ 厨房︑食事をするスペー
循環ができればと思っております︒しかし現

できるだけ地域の力を育てて︑地域の中での

費と寄付などでいまのところ賄っています︒

りました︒資金︵寄付︶
︑食材︑ボランティ

探していて︑区議の紹介によって話がまとま

備です︒オーナーが地域貢献のパートナーを

駅近の元居酒屋さんという絶好の場所と設

●あおとこども食堂︵東京都︶

す︒

現在スタッフが一丸となって努力しておりま

定していない状況ですが︑毎週できるように

て資金面についても持ち出しがまだ多く︑安

まだまだ思う様に行ってない状況です︒そし

で日程や時間の調整が必要となったりして︑

営していくと言う形態の優位性があるので⁝

●あきしまこどもクッキング︵東京都︶
場所は公民館︒資金は寄付︒食材は市民農
園︒ボランティアはネットで募集︒

●西荻・寺子屋食堂︵東京都︶
近所のおじちゃん・おばちゃんクラブとし

大切な柱として︑
﹁無理をしないこと﹂で現
のボランティアグループがチャリティバザー
状はまだまだそこまではほど遠い状況です︒

て会員を正会員︑賛助会員をつのってその会

在は負担も感じていません︒
を継続的に開催しており︑その売上金から最

市﹂で安く購入した野菜︑果物等を送っても
ため︑企業や個人からの寄付や食材の提供を

小平では幸いに社協が協力してくれている

●パルこども食堂︵東京都︶

まりやすい状況です︒

堂﹂の実績が地元で評価されているため︑集

アは︑先行して実施していた﹁パルこども食

︻食材︼こちらについても︑無理をせずに︑

らったり︑お寺にいただいたお米や調味料な

●まるちゃんカフェ︵東京都︶

ようなメニューを出しています︒

食材は代表の義父母が近隣の﹁青空野菜

︻うまくいっている実践︼
場所は公共施設の調理室です︒別の団体が

繋いでくれています︒また畑でとれた野菜を
老人給食の事業のために区の高齢支援課のバ

どを使用︒肉︑魚なども大量購入で安く押さ
提供してくれる方も多く︑スタッフは幼稚園
ックアップを受けて優先利用している場所な

地域ニーズとして︑新たに﹁おとな食堂﹂を
や生協のつながりで生まれたグループで３カ
ので︑私たちも来年度以降︑区の子どもの貧
困対策の部署が新設されるので︑そのバック
アップを受けたいと考えています︒寄付はチ
ラシ配布など︑苦労して募っています︒

になった時︑自立出来るような支援を継続的

した︒こども達と寄り添いながら︑将来大人

達から様々な悩み事とか聞けるようになりま

関係の構築が主であり︑ここのところ子ども

また私達の活動は食育の面と子ども達の信頼

で人数ほぼ固定化︒

ュニケーション最重要視する︒参加者登録制

化︒ボランティアの固定化とスタッフ間コミ

や保険の加入で安全面確保︒メニューの固定

供してもらっている︒社協と連携して助成金

JA や農家から野菜︑お米を長期的に提

●ぞんみょうじこども食堂︵東京都︶

に行っております︒

寄付・地域の小学校の給食の食材の卸業者か

さんより︑近所の栄養士さんを紹介していた

らの寄付をいただけるようになったので︑野

だく︒社会福祉協議会のボランティアセンタ

難しい作りなので︑最初に自分で決めたルー

ボランティアさんも人員確保などはせず︑来

ーを通じて︑高齢者向けの会食会のボランテ

ル︒仕込み︑調理︑片付けはひとりでやるこ

期的にご支援頂ける方も増えてきております︒

栽培して頂けると協力を頂いたり︑お米も定

回を迎え︑私達のために農家の方が野菜を

現在月 回開催しております︒開催回数も

●ひがしっこ子ども食堂︵山梨県︶

最近新しく始めた試みとして︑食堂利用者
それを 点 100 円で販売して︑資金の足

所それぞれの特長を活かして運営しています︒

える工夫をしています︒

●かがやきっ子食堂︵千葉県︶
地域の農家さんとつながっているため︑野
しにしています︒
こちらはまだそれほど大きく展開しており
ませんが︑
一方的に提供するだけでなく︑
参加
してもらいたいという考えもあり始めました︒

●ニコニコ子ども食堂︵東京都︶
社会福祉協議会や新宿区子ども未来基金か
らの助成をいただきました︒

●駒岡 丘の上こども食堂︵神奈川県︶
ボランティアの方の継続︑維持が今後の課

子どもと老人の多い地域︑という特性︒

あるため︑ボランティアは足りている︒

たいときに来てくださいとお願いするくらい︒

ィアをしている人を中心に募った︒多くの食

ボランティア ダイコンこども食堂の只野

まず第一に
〝つづける〟
ために気負わないこ

人手が足りないときは︑こどもたちが手伝っ

事を作ることに長けているだけでなく︑衛生

菜や調味料や米などはほとんど買っていない︒

◎他の市民活動で知り合った仲間が共感して
とです︒
規模の大小︑
参加している子どもが多

てくれます︒自分たちのこども食堂だって自

面での知識や経験を多くもっているので︑一

とを徹底しています︒こども食堂中はボラン

スタッフに加わったり食材の提供・寄付に協
い少ないは︑
活動の良し悪しではありません︒

覚があるみたいです︒食材については︑飲食

般のかたが調理するよりもとても安心感があ

ティアさんがお運びをしてくれますが︑その

力してくれる
区民館を使用しているので︑民間の施設よ

店を経営しているので︑余ったら翌日の営業

〝共感を得るための広報活動〟に力を入れて

資金・食材・ボランティアについては︑

だ食材を使ったりしますので︑無駄になりま

る︒参加者にとっても安心感がある模様︒

業許可証があり︑スペースや食器︑調理道具

関係を築いたおかげで︑区から助成金事業と

金は全国から募ることができます︒少しづつ

SNS で発信することにより︑食材・寄付

ます︒

売し︑また︑予約などで︑配達も行なってい

お祭り︑イベントの際︑自転車リヤカーで販

にぎりを作り︵保健所許可済み︶
︑学校行事︑

周知活動は近所の児童館にチラシを置いてい

たい家庭へ周知活動を行っている︒その他の

窮者向け相談窓口数か所とを連携して︑届け

その他 市役所から委託されている生活困

に︑ほとんどの方は断っている︒

方はとても多いが︑大人食堂にならないよう

参加してもらっている︒ボランティア希望の

保育関係の大学生などにボランティアとして

その他︑地域の民生委員・主任児童委員・

成︵今後の予定︶
︑ボランティアは地域の子

せん︒

●池田こども食堂さくら︵大阪府︶

います︒活動を伝える努力をしないと︑何も
相手には伝わりません︒味方が増えれば︑人

など必要なものがそろっていた︒食材はカフ

して採択をいただきました︒そして︑基金か

活動資金の為に︑ロゴ入りの紙で包んだお

ェの取引先に協力してもらい無償提供受けて

らの助成も決定しました︒資金も同じく︑伝

具 体 的 に は︑ ウ ェ ブ サ イ ト・ ブ ロ グ・

が人を呼んでくれます︒

いる︒スタッフはカフェのお客様や地域の人

他の食堂さんとの違いは︑イベントごとは

るだけ︒
全くなく︑ただ食事をしてなんとなく談笑し
ながらつろぐというスタイルなので︑参加す
る側にとっては参加するハードルが低く立ち
寄りやすい模様︒

いへんありがたいです︒今後︑自立して実施

ているので︑公民館を利用できているのはた

いる地域の場を利用しているところ︑コミュ

社会福祉協議会が居場所事業として開設して

するために準備中です︒市内の他の食堂は︑
食材 地元の農家からの寄付・檀家からの

い︒

てんしているが︑最近は野菜の寄付などが多
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くあるのでマイナスになることはほとんどな

場所について︱︱公民館事業として実施し

会など団体へ呼びかけ︒

ボランティアは︑地域の母親連絡会︑婦人

要なものを更新︒

食材はいつも募集しているものと︑次回必

フェイスブックや HP での呼びかけ︒

●子ども食堂キタクマ︵東京都︶

脈を使ったり︑カフェの SNS などを駆使

える努力が必要不可欠です︒
ボランティアについては︑
﹁ブログを読ん
で参加してみようと思いました﹂
︑と言って
くれる方も大勢いらっしゃいます︒また社会
福祉協議会からも︑元教師の方などを紹介し
そして︑不定期でイベントを開催して︑

ていただきました︒

が多い反面︑古くからの地元の方︵農家︑そ

〝自分たちの口で活動を伝える〟機会も設け

場所 寺の厨房・和室︵ 畳︶

●西東京わいわいクッキング︵東京都︶

れ以外︶も多く︑毎回食材のご提供やお米︑

ています︒チラシを配りながらお話した後に︑

●まんがんじ子ども食堂︵埼玉県︶

現金もご寄付頂けており︑地域性が大きいと

資金 毎回 5000 円を寺の会計から補

キッチンも狭く︑多人数で共用することが

●北品川クロモンこども食堂︵東京都︶

います︒

ボランティア参加してくれた方もいらっしゃ

どが民生委員︑学校関係︑PTA の OB で

ボランティア 立ち上げスタッフのほとん

実施︒

地区社協の助成があり︑検便なども無料で

思っています︒

食材 地域柄︑共働き家庭やひとり親家庭

費等が無料で使用できます︒

場所 地域ケアプラザの協力により︑設備

●たまプラごはん︵神奈川県︶

し募った︒

発起人がカフェ経営者なので当然飲食店営

●キタナラ子ども食堂︵千葉県︶

ども関係の仕事経験者への声かけなど

付と利用者からの利用料と社協さんからの助

場所はコアメンバーの経営場所︑資金は寄

●みなみすなこども食堂︵東京都︶
りも割安で利用できる上に︑区に団体登録を

で使えます︒足りないときは営業用に仕込ん

●ダイコンこども食堂︵東京都︶

2

菜の確保がうまくいっている︒

●せんげん台こども食堂︵東京都︶
自治会が協力的で︑連合自治会の機関紙に
取り上げてもらったり︑支援のチラシを自治
会で回覧してもらったり︑自治会の掲示板に
ポスターを貼ってもらったりしています︒場
所・資金・ボランティア・食材の確保などあ
らゆる面で︑地域で多くの方からバックアッ
プを得ています︒

●滝野川子ども食堂︵東京都︶
◎﹁自治会館を会場として無料で貸してほし

などに不要になったこども服を譲ってもらい︑

始めました︒好評です︒

を中心に︑若いお母さんがすぐに家でできる

初の資金提供を受けて始めました︒

3

しかし栄養を考えた地元日光の美味しい野菜

2

しているので半額で使用しています︒

い﹂と︑自治会の理事会でプレゼンした
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1

いるところなど︑様々です︒

介護施設がカフェで月１回日曜日に実施して

ニティー食堂が休業日に実施しているところ︑
ージや︑ある時は子どもの落書きがあります︒

るので︑ある時は地域の方から応援のメッセ

で告知しております︒誰でも消せて書き込め
ます︒

も思い出になるような体験をしてもらってい
全面的では無いのですが︑町の協力を得て︑

●八千代オハナこども食堂︵茨城県︶

こども食堂開催のお知らせを町や社協からの

改善センターの調理室の利用提供︵無料︶や
広報で︑明るくイメージして無料掲載して頂

●みなと子ども食堂︵東京都︶
運営自体で大変なのは︑資金︵食材費︶が
いております︒

開店日当日や SNS 以外で︑当日の雰囲気
大半を占めますが︑運営スタッフ育成にも必

ボランティアについて︱︱子どもの貧困に

要性を感じていますが︑毎回行っているライ

が見えるので︑つながりや広報にもなると思

ンを維持するスタッフはなかなかのぞめませ

ついての学習を大切にしているネットワーク
また資金面では︑不定期に街頭募金を駅前
んね︒あとは︑地域で求められているニーズ

いました︒
で行います︒運営の資金の時もあれば︑みん

です︒学習に参加してくださった方に呼びか

なで合宿に行くための資金の時もあります︒
や現状をどうマッチングさせて行くかを︑

まだ届いていないところに子ども食堂のこと

●せたがや子ども食堂・みっと︵東京都︶

けています︒

しかし資金を集めることも目的の一つではあ
色々な方々や区とも連携して行かなくてはと︑

・時々に︑特別企画をして︑そのチラシを地
や子どもの取り巻く環境や思いを届けること

●こども食堂かくしょうじ︵東京都︶
社会福祉協議会と連携していることもあり︑
市や社協に寄付された食材などがこちらに回

ています︒ボランティアさんが調理︑子ども

食材はお米 ㎏ を熊本・水増集落から寄贈

金︑大口寄付金等で当面潤沢です︒

資金的には﹁１００円募金﹂
︑社協の補助

の見守り︑片づけを行っています︒

寄付

●こども食堂・からすやま︵東京都︶

︵東京都︶
JapanFoodFrontier

●﹁料理人たちが作る ！ 子ども食堂
ランチ会﹂
一般社団法人

ンターの作業所の畑の野菜をご寄付いただい

ルームをお借りしています︒地域活動支援セ

場所は教会のラウンジ︑キッチン︑プレイ

●ほんそん子ども食堂
﹁いただきます﹂︵神奈川県︶

だけてます︒

パン屋さん飲食店さんからの食材提供もいた

それによって︑横須賀︑三浦の農園さんや

募集や食材提供︑寄付︑募金等を募りました︒

行い︑子ども食堂の周知やボランティアさん

地元の FM ラジオに出たり︑イベントを

︵神奈川県︶

●Yokosuka子ども食堂

・活動日に﹁みっと﹂の大きな旗をに出して
りますが︑街頭募金の 番の目的は︑市民の

域の小・中学校や児童館︑保育所などに配布
だと思っています︒理解を広める一つの方法

新たな年の課題です︒

いる︒

して活動周知をしている︒
だと思っております︒
ってきます︒また地域コーディネーターを通
穫期に野菜を届けてくれています︒

じて︑地域の畑ボランティアや農家の方が収

も達の食堂への反応がよくなったと思います︒

資金 地元の方からの寄付／町からの助成金

調味料は︑フードバンクから調達︑米は︑

●空いろ食堂︵千葉県︶

食材 地元の方から野菜／地元食品会社から

場所 公民館を無料で利用

●ふしみこども食堂︵岐阜県︶

学生のボランティアさんを付けてから子ど

●みんなの食堂︵東京都︶

・活動の振り返りをして︑必要な時はボラン
ティアと一緒に全体ミーティングをしている︒
また︑有識者に活動のアドバイスをいただく
こともある︒

●石神井ゆうやけこども食堂︵東京都︶
場所は賃貸物件で駅近なので案内しやすい︒
定期開催に支障なし︒
資金は参加費・カンパ等にて工面できてい

ボランティア 地元主婦や地元料理クラブの

のお酢・肉の寄付

食材はお米１００％寄付︑野菜７０％︵お
方々の支援︑畑での収穫体験

ます︒
すそわけプロジェクト畑などより︶の現物調
私たちは﹁食﹂を生業とする料理人たちの

された︒企業経営者からクリスマス会用に鶏

ます︒今後は都内を中心に他の子ども食堂さ

区﹂の皆様と共催という形で︑ボランティア

団体です︒
﹁ 子どもを守る目コミュ @ 文京

まへも協力できる体制を構築していきたいと

市が設置する集会所を借りて運営していま

●ちょうふ子ども食堂︵東京都︶

達︑その他は現金調達です︒
ボランティアはやや不足︵開催日によりば
らつきあり︑メニュー立案に苦慮︶
︒

●はちおうじ子ども食堂︵東京都︶
声をかけて︑一緒に遊んで︑ご飯を食べます︒
考えております︒

もも肉 ㎏ が寄贈された︒

夏のミニ出店︑冬のクリスマス会など︑節目

で料理人を派遣し子ども食堂を運営しており

にはイベントをして︑来たボランティアさん

す︒目の前が公園なので︑遊んでいる子にも

その場所の外の壁に大きなホワイトボードを

市の住職さんに場所をお借りしております︒
設置して︑次の子ども食堂の開店日を手書き

場所は社協さんのふれあいの家を夜間開放
していただいた︒

ます︒各こども食堂の開催一覧表を毎月作成
し︑長野市役所の窓口に置いてもらっていま

他︑スタッフが手分けして毎月こどもに関係

届けして配布をしていただいています︒その

す︒また地域の民生委員さんにも一覧表をお
学習支援の会︵区主催︶
︑中３生の受験サ

する場所にチラシ及び一覧表を置いてもらう

不登校の子ども達に︑学校と家庭の中間に

生方に活動の事を紹介し︑そのような情報が

いる学校では子ども達の様子を聞いたり︑先

色々な人に自分がこども食堂をやっている

さくら
千束︵東京都︶

ことを伝えていくうちに︑地域でこういった

●下町こども食堂
下町こども食堂

親子︑或は子どもにつながりました

色々な人に話すことによって困難を抱える

域で活動している人↓こども

ボランティアの方々↓知り合いの教員や地

●ねりまこども食堂︵東京都︶

ようお願いしています︒

ポ ︱ ト の 会︵ 自 主 運 営 ︶
︑高校生の討論会
様子を見ながら声をかけている︒

︵自主運営︶などに参加の子ども達に生活の

②多方面にわたる子ども達の活動との連携

問することがお互いに情報も得やすい︒

支援が必要なこどもたちと
つながっていくための実践例

のホームページを作成中︒ホームページ検索
でもヒットしやすくなるし︑連携しているこ
とで︑情報を求める人たちに現在だけでなく
今後もサポートする場所があることを知って
もらうことができる︒
２︑支援したいこどもたちに来てもらう方法

ある場所である居場所に︑学校に行く練習と

あることを子どもに知らせてもらう︒

③学校の公開授業などに伺い︑自分の知って

して来てもらう︒スクールソーシャルワーカ

①スクールソーシャルワーカーとの連携

け︑﹁子どもと寄り添う大人の会﹂
を開催した︒

ーや先生方に不登校気味な子どもや︑学校に

しいが︑この夏に学校の先生方に直接声をか
私たち地域が先生方の本音であるところの

方々に認識をしていただく︒

④まずは長く活動をしていることで︑地域の

お気持ち︑お考えを知り︑また︑私たちが地

不登校である子ども達は︑人と交わる練習

なじめない子達を繋いでいただいた︒

く事で︑情報を共有し︑それぞれの立ち位置

常の子ども達を支えるので︑いきなり来る事

活動に興味を持ってくれる人がどんどんつな

お客さんとして来てもらうのではなく︑日
は出来ないと思う︒地域の児童館のスタッフ

がっていきました︒また︑学校や行政にもこ

として少しずつ様々な年齢の人がいる居場所
家庭訪問などもいっしょにすることで︑子

や︑地域の知り合いに子ども達の様子をまず

まめにお話する機会を持ち︑当初はなかなか

によって役割を分けながら子ども達を長くサ

どもについての情報を共有することができた︒

は聞き︑
﹁食べさせる﹂事に特化しないで︑

れることもあるそうだ︶
︑地域のおばちゃん

中に入ることができなく︵家宅侵入で訴えら

●信州こども食堂︵長野県︶
地域で︑緩やかなネットワークができてい

よいかと思います︒

祉協議会を通じて行政に連携をお願いしても

してくれるようになりました︒また︑社会福

協力を得られなかったですがだんだんに協力

特に︑専門に子どもと関わるお仕事の立場

ウェブサイトで子どもの居場所つくりやフ

としてできる事の違いがあるので︑一緒に訪

いく︒

﹁子どもの居場所をつくる﹂事をまず考えて

に慣れながら︑人にも慣れていく︒

6

の方︵スクールソーシャルワーカーや学校の

ポートする関係を作ろうという事になった︒
今後も継続的に実施の予定︒
︻地域の他の活動との連携︼
同じ区の中で活動している居場所つくりの

ードバンク︑シングルママの会︑冒険遊び場

先生方︶は︑子どもの家のドアを開けたり︑

の会など︑リンクするのではなく合体した形

他の活動と連携をし始めた︒
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1

域で活動している事を先生方に知っていただ

教育委員会という行政の窓口はなかなか難

顔が見える関係で繋がる事が必要だと思う︒

子ども達が生活する学校︑家庭︑地域が︑

︻学校との連携︼

１︑子どもを取り巻くネットワークを作る

●子ども村
中高生ホッとステーション︵東京都︶

2

毎月︑不定期での開催なのでチラシを製作
カーの方が協力してくれ︑来てもらえるよう

地域の民生委員やスクールソーシャルワー

たらいいか︑暗中模索の状況です︒

しています︒小学校は本来︑教育委員会の後

ことの一つです︒

既存会員の保護者への活動趣旨の説明チラ
誘ってもらっていますし︑スクールソーシャ

●まるちゃんカフェ︵東京都︶

シを配り︑周りのお子さんで気になる子を一
援がなければ配布してはいけないのですが︑
ルワーカーの声がけで学校関係者にも認知し

●ニコニコ子ども食堂︵東京都︶

緒に連れてきていただく︒地元のフリースク
校長先生が特別に児童に配布してくれていま

●はこだてこども食堂︵北海道︶
〜つくってたべよ いっしょにたべよ〜

ールとの連携︒
カ所は完全クローズ

てもらっています︒

その親には無料で食事ができる券を渡しても
らうように︑学校の先生や民生委員さんなど
にお願いしています︒パルこども食堂の子と
その家族︑ボランティアで学習支援している
大学生にも無料券を渡しています︒

●パルこども食堂︵東京都︶

ィア講座を何度も開催し︑子どもの現状につ

課主管の﹁区民大学﹂で子ども支援ボランテ

立ち上げるまでに区の教育委員会生涯学習

︵一般の人には知らせない︶での開催ですが︑
もウエルカムで︑一緒に楽しく食卓を囲んで
同じ公共施設を利用して経済的に困難な家

した︒

いて学習し︑支援希望者とつながっていきま

他 カ所は大人も子どもも︑１人でも大勢で
います︒
庭の中学生対象に無料学習塾を主宰している
も食堂を立ち上げました︒学習が終わった中

﹁ハーフタイム﹂という団体と連携して子ど

●ひがしっこ子ども食堂︵山梨県︶
行政との連携が課題であり︑行政の担当レ

ら︑別の活動をしているグループについて連

実際に開催日に見ていただいたり︑先方か
ども食堂のネットワークができあがり︑ネッ

ではありませんが︑方向性として︑区内の子

まだなかなかうまくいっているというわけ

て﹁あおとこども食堂﹂を立ち上げたので︑

誰でも参加できるオープンな子ども食堂とし

など︶が徐々にできてきています︒その中で︑

社協︑児童養護施設︑民生委員︑行政︑議員

にした

加してもらう集会で﹁子ども食堂﹂をテーマ

域の区立小中学校８校の保護者や先生方に参

◎世話人のうち２人が保護司をしていて︑地

際声をかける︑等︒

来れなかった家族を毎月把握し偶然会った

される家族などに声をかけ誘う︒

ポを行う中で出会った母子家庭や虐待が懸念

と連携︒こども会︑子育てサロン︑ファミサ

地域の保健師︑社協︑プレイパークの方々

●ぞんみょうじこども食堂︵東京都︶

学生と︑ボランティアで教えている大学生に

ベルでは理解を頂いておりますが︑なかなか

いる状況です︒今後は山梨県内でのこども食

夕食を出すというコンセプトです︒

堂のネットワーク作りが課題であります︒

連携に対してはうまくいっていない状況です︒

学校や行政は︑そのような民間の取り組み

すでに地域で活動されている方々と交流を

をよく見ていますので︑そのようなネットワ

そんな中︑山梨県社会福祉協議会でこの活動

えるだけです︶ことによって︑毎月幼稚園な
ークが形成されていけば︑自然とつながって

の認知が始まり︑ゆっくりですが前に進んで

どに出向いて担当の方とお話しをさせていた
いくのはないか︑というのが現段階での印象

重視して︑ともに地域をつくっていく意識を

だいて︑またチラシを置いていただく⁝とい

●あおとこども食堂︵東京都︶

う﹁対話﹂も続けています︒いろいろな情報
先行実施している﹁パルこども食堂﹂が経
済的困難を抱えた子どもたちと直接つながっ

携の相談を受けたり⁝と︑互いに情報交換を
トワークの事務局を社会福祉協議会がなり︑
近隣の学校や青少年育成地区委員会にも協力

◎地区担当のスクールソーシャルワーカーや

●西荻・寺子屋食堂︵東京都︶

しています︒
連絡会が出来た︒各地域ごとに様々な形態の
を求めやすい環境がありました︒あおとこど

養護の先生と連携している

●滝野川子ども食堂︵東京都︶

その関係で︑新宿区の別の地域で活動され
子ども食堂があり︑それぞれ地域の要となり
も食堂は子ども３００円︑大人５００円とい

ているため︑支援のネットワーク︵ＮＰＯ︑

ている先輩こども食堂の方々との横の繋がり
つつある︒

ー・養護教諭︶との連携︒

◎社会福祉協議会・区内の他の﹁ 子ども食

市役所から委託されている生活困窮者向け

う値段設定をしていますが︑障がいのある子

相談窓口数か所とを連携して︑届けたい家庭

協働団体や不登校の居場所活動との乗り入れ

﹁野菜のおすそわけプロジェクト﹂に参加中︒

や外国にルーツのある子など︑気になる子や

なくて困っているときにお手伝いいただいた

掛け持ちしている方がいらっしゃいます︒ま

へ周知活動を行っている︒その他の周知活動

地域を中心とした小さな街の循環をつくろ

り︑情報交換をしたりで大変に助かっている

ども食堂﹂
﹁ダイコンこども食堂﹂を利用し

だまだ︑こども食堂が支援の必要なこどもた

は近所の児童館︵学童保育併設︶にチラシを

としています︒しかし︑どのようにしていっ

堂﹂と情報交換をする

ちと︑直接つながっていくには難しいと感じ

置いているだけです︒

の取材依頼を積極的に受けたせいか︑早い時

新聞の地域誌︑ミニコミ︑フリーペーパー

会︑地域の NPO などと共有していますが︑

動をしていたので︑情報としては商店街や町

ともと町おこし活動などで地域と連動した活

長のようなポジションを目指しています︒も

いうよりも︑生活の一部や︑家庭や親戚の延

子供をそっちのけになりそうで⁝町ぐるみと

ジウムで発言しました︒行政が子ども食堂を

共生社会の実現についての市主催のシンポ

も考えられる︒

す方向性が合致していけば再び連携すること

たまに役所の職員が見学にくるので︑目指

費は無料︑食材に余裕がある場合は食材の提

供︑学童へのお迎え︑
︵生活困窮家庭の参加

情報共有および支援が必要な家庭への情報提

地域の市民活動センターに相談に行ってい

●はちおうじ子ども食堂︵東京都︶

が若干あります︒

運営メンバーの職場の同僚︵カウンセラ

ています︒今は行政との協働に向けて︑信頼

●石神井ゆうやけこども食堂︵東京都︶

地域の学校に訪問し趣旨を説明︑賛同いた
関係を構築している期間と捉えています︒

●まんがんじ子ども食堂︵埼玉県︶

ている複数の家庭がいます︒ボランティアも

だいている学校がチラシを子どもたちに配布

役所とも話し合いをしたが︑目指す方向性

してくれています︒また保健相談所︑子家セ

●北品川クロモンこども食堂︵東京都︶

の違いやスピード感がないために早々に連携

期に地域での認知が高まったと思う︒半年で

あくまでもミニマムな動きを意識しています︒

取り上げ始めています︒
クッキングには市長や様々な会派の議員も
見学に来たので︑子どもの貧困について︑市
議会で話題になりました︒
学習支援を行っている場などでも子どもた
ちに声をかけ︑支援が必要な子にもつながり
ができてきています︒

メンバーの人脈を生かして︑地域の学校や

●せたがや子ども食堂・みっと︵東京都︶
市役所↓教育委員会↓各学校校長への通達

主任児童員さんと繋がっている︒また︑世田

しかし︑実際に支援が必要な子どもに行き

のご利用下さる方からの伝達力︒これが利用

す︒あと大切なのは口コミでした︒ 人 人

さん︑学校との連携は良い関係を築いていま

他にはまだありませんが︑社協さんや他団体

行政からは補助金︵施設費半額補助︶で︑

●みなと子ども食堂︵東京都︶

います︒

力︑ボランティアの紹介などしていただいて

センターに相談して立ち上げました︒広報協

社会福祉協議会が運営する︑市民活動支援

●ちょうふ子ども食堂︵東京都︶

にして配達︶

供︑こども食堂に来られない家庭にはお弁当

教育委員会︑学童︑民生児童委員と連携し︑

●ふしみこども食堂︵岐阜県︶

がるきっかけになりました︒

たつながりが︑市内の支援団体や行政とつな

箇所子ども食堂が市内にうまれ︑それぞれ

区︑社協や教育委員会︑区議会なども今秋か

をお断りした︒

独自の取り組みをしている︒場所︑背景など

ら動き出しており⁝︑密に連絡を取り合って

地域とのネットワークを意識しすぎると︑

が多様なので︑情報交換して風通しをより良
います︒

●キタナラ子ども食堂︵千葉県︶

くするため最近ネットワーク化し︑今まで以

●池田こども食堂さくら︵大阪府︶

実施
学校︑自治会︑公共施設へチラシ︑ポスタ

校長先生︑支援学級の先生方︑民生委員さん

谷区社会福祉協議会を通して区の担当者と面

着くためには︑時間とその地域性を生かした

される方々やご支援︑各種情報に繋がり︑大

識がある︒
子育て世代との連携

アプローチを常に考えて行動していくことが

変役立っています︒

子どもに関わる学校の先生︑保育園の先生

●子ども食堂キタクマ︵東京都︶

の参加指導など

ー掲示︑配布

●西東京わいわいクッキング︵東京都︶

上の密な交流を図ろうと模索中︒

参加した子どもたちが︑次回仲の良い友達
を誘い合ってくることで︑貧困家庭の子ども
だけが参加する︑というイメージがなく︑わ
いわいとした雰囲気で開催出来ている︒また
スタッフの多くが民生委員であり︑気になる
未就学児親子への声かけなどもしている︒
広報は︑小学校へのポスター掲示と地域ケ
より︑高校生の参加も見られるようになった︒

市役所担当課に毎月チラシ配布︑活動報告

●たまプラごはん︵神奈川県︶

的に報告して関係を築いてます︒

的に配布︒学校には開催時の様子などを定期

ン︑福祉事務所等に顔を出してチラシを定期

●みなみすなこども食堂︵東京都︶

◎区の﹁子ども・子育て会議﹂で発言する

ができました︒ボランティアスタッフが足ら

めるにあたって相談をしました︒

区の社会福祉協議会にも︑こども食堂を始

です︒

醸成することを意識しています︒

●あきしまこどもクッキング︵東京都︶

か？？？

行政との協力体制の確保が一番の問題

●駒岡 丘の上こども食堂︵神奈川県︶

加申し込み書になっています︒

た︒3000 枚印刷しています︒裏面が参

す︒毎月のチラシ作りが趣味になって来まし

●東長寺こども食堂︵東京都︶
まず︑地域の活動拠点としてもお寺を活用
して欲しいという観点があり︑町内会に関係
を持つところから始めました︒
檀家さんの中に地域の民生委員の方がいら
して︑その方からの紹介で町会の掲示板にポ
スターを貼ってもらったり︑幼稚園・保育
園・小学校に紹介いただきチラシを置いてい
ただいたり︒スーパーでチラシを置いて下さ

1

もいただけるので︑大切にしていることです︒

チラシを毎月つくる︵毎月の日時を書きか

るところもあります︒

2

必要であると今は感じている︒
との連携

1

アプラザのみではあるが︑SNS の利用に

●ダイコンこども食堂︵東京都︶
練馬区はこども食堂の数が多いのが特徴で
す︒
﹁ねりまこども食堂﹂
﹁石神井ゆうやけ子

1

5

ポイントで声をかけています︒
す︒

今年１月に世田谷社協さんを中心に世田谷

●こども食堂・からすやま︵東京都︶

電話● 03-5365-2296（平日10時〜18時）
メール● info@kodomoshokudou-network.com
ウェブサイト● http://kodomoshokudou-network.com/

●八千代オハナこども食堂︵茨城県︶

こども食堂ネットワーク事務局

ほとんどが同じ小学校の子どもたちで︑子

こども食堂ネットワークは、地域でこども食堂を運営して
いる方たちが交流をし、こども食堂の輪を広げるための
連絡会です。ウェブサイトで各こども食堂さんの情報を掲
載したり、メーリングリストで情報や食材などを相互提供
しています。参加費などはありません。ご参加を希望され
るこども食堂さんは、事務局までお問合せください。

●こども食堂かくしょうじ︵東京都︶

そして地域でネットワークをつくっていくためのヒントをお話いただきます。

区内のネットワークを構築する予定です︒

こども食堂に関わるさまざまな方
（７〜８名）にご登壇いただき、こども食堂をつづけるための、

町内の各学校へこども食堂開催の案内を出

こども食堂のつづけ方

ども同士で声をかけ合って口コミで参加者が

リレートーク
（90分程度）

当食堂は発起人・幹事が︑ＰＴＡ︑民生児

部

したところ︑先生より︑ピックアップして頂

2

広がりました︒

第

童委員︑健全育成地区委員︑保護司︑中高生

住民目線の地域活動についてお話いただきます。

く事があります︒

NPO法人
「だいじょうぶ」は、こどもの虐待防止を目的にさまざまな活動を行なっています。
地域住民として子どもに関わり、ニーズに合わせた
「場づくり」を展開されている畠山さんに、

●ほんそん子ども食堂
﹁いただきます﹂︵神奈川県︶

こども食堂ネットワークについて

NPO法人
「だいじょうぶ」 畠山由美さん

見学を積極的に受け入れ︑地域での子ども

地域で子どもを育てるために〜「だいじょうぶ」の実践から〜

食堂の広がりを支援しています︒

基調講演
（50分程度）

一民間団体に対して︑学校から子どもの情

部

報が出てくることはあまり見込めませんが︑

1

の児童館スタッフ︑児童養護施設・母子支援

第

日頃から地域のつながりの中で関わっている

定員●200〜250人

施設の関係者︑社会福祉協議会の地域コーデ

参加費●無料

ィネーターです︒

場所●としまセンタースクエア
〒171- 8422 豊島区南池袋2- 45 -1 豊島区役所1階

と︑自ずから情報収集はできます︒

※16：30〜17：30まで交流会を予定

そこで、こども食堂ネットワークに参加しているみなさん
に、この２つの課題に対して、ほかのこども食堂さんの参
考になるような
「実践例」を募集したのが、ここに記載した
文章です。
こども食堂ネットワークでは、それぞれのこども食堂さん
の多様性を尊重したいと考えていますが、ここに掲載した
実践例が、少しでもみなさんの活動のヒントになればうれ
しく思います。

地域の事情をよくわかっているメンバーが

日時● 2016年 1月 15 日
（日） 14：00〜16：30

それでも︑引きこもり気味の子などはなか

全国のこども食堂を運営するみなさんと考え、共有していきたいと思います。

２、支援が必要なこどもたちとどうつながっていくか
（地域でのネットワークづくり、学校や行政との連携など）

集まって始めたので︑大変そうだったり︑ち

「地域でのネットワークのつくり方」について、

１、こども食堂をつづけるために必要な資源
（場所、資金、食材、ボランティアなど）
の確保

なか出てきません︒アウトリーチをどこまで

今年の
「こども食堂サミット」のテーマは、
「こども食堂のつづけ方」です。
2016年に大きく広がったこども食堂を
「安定して継続させていくための方法」や

できるのか︒その辺は課題として残っていま

〜こども食堂のつづけ方〜

ょっと手を出した方がいい家庭だったり︑母

「こども食堂サミット２０１７」へご参加される約９０のこど
も食堂さんに、
「こども食堂をつづけるうえでの課題」を事
前に伺いました。その回答を集約すると、大きく２つの課
題が見えてきました。

子家庭や課題のありそうな家庭の子に︑ピン

こども食堂さんの実践例について

