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発行・連絡先等

子ども食堂・地域食堂ってなぁに？

私にも何かお手伝いできますか？

食材の提供や寄付は受け付けていますか？

子ども食堂
は

　  子どもを中心としたみんなの   
居場所であり、無料または低額で  
      食事を提供する場所です。

　子どもや親子だけでなく、高齢者

の方など様々な方が参加できるところ

もあります。「誰かとお話ししながら食事

をしたい」など、ちょっと興味が湧い

たら、お近くの子ども食堂・地域食堂

をのぞいてみませんか？

★金沢区子ども食堂・地域食堂 

連絡会ってなぁに？

　金沢区子ども食堂・地域食堂連

絡会は、金沢区の子ども食堂・地域

食堂のネットワーク化を図り発足され

ました。食堂同士だけでなく、様々

な専門機関とも連携しながら活動し

ています。

　　　子どもだけでなく幅広い世代が集

うことができ、一緒に食事をするなどして

ほっとできる居場所が、子ども食堂そして

地域食堂です。ほとんどの食堂が地域ボ

ランティア団体によって運営されています。

　各食堂では、ボランティアとして活躍して

くれる方を募集しています！

　調理や子どもと遊ぶなど、内容は様々です。

ぜひ気になる食堂に連絡してみてください。

　　　とてもありがたいです！
ご希望の方は、下記の金沢区社会福祉

協議会もしくは食堂に直接ご連絡ください。

域食堂地
・

社会福祉法人　横浜市金沢区社会福祉協議会

TEL:045-788-6080

MAIL:info@kanazawa-shakyo.jp

HP:http://www.kanazawa-shakyo.jp/

こちらのパンフレットは、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。
（2021.7）
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みんなのそばに
子ども食堂・地域食堂

①開催日時　②開催場所
③対象　④料金
⑤連絡先
⑥食堂からの一言コメント

あなたの家の近くに子ども食堂・

地域食堂を見つけたら、

ぜひ一度足を運んでみて

ください。そこには温かい

笑顔と、おいしいごはんが

待っています。

①第２・４金曜日 17 ～ 20 時
②さくらカフェ（西柴 3-17-6）
③地域の方誰でも
④未就学児無料、高校生以下

100 円、大人 300 円
⑤045-516-8560
⑥赤ちゃんからご高齢者まで１つの

テーブルを囲んで、みんなにこ
にこ楽しく仲良くなりましょう︕

①第２金曜日・第４火曜日
16 時半～ 19 時半

②六浦地区センター or 六浦地域
ケアプラザ（六浦 5-20-2）

③地域の方誰でも
④18 歳まで無料、大人 300 円
⑤090-9962-1817（代表諸星）
⑥子どもも大人もちょっと立ち寄って、
　おなかを満たして帰れる、そんな
　居場所作りを目指しています。

①月１回 11 ～ 15 時
②郷土料理「空」（大道 2-6-9）
③地域の方誰でも
④子ども 300 円、大人 500 円
⑤045-782-9092
⑥一緒に居よう。

①毎週月～金曜日（祝日除く）
11 ～ 13 時

②もりのお茶の間（六浦東 1-2-8）
③地域の方誰でも
④子ども 350 円、大人 700 円
⑤045-701-4860
⑥バランスのとれた家庭の味で喜
　ばれています︕
※もりの子供食堂も年数回実施
　（子ども 100 円、大人 300 円）

①第１日曜日 12 ～ 15 時 /
第３日曜日 11 ～ 15 時半

②いきいきセンター金沢（泥亀１-21-5）
③地域の方誰でも / ひとり親世帯
④子ども無料、大人 300 円 / 無料
⑤080-5086-4940（代表加々美）

kanazawa.sukusuku@gmail.com
⑥子どもの仕事は笑うことと遊ぶ

こと、ママはホッとする時間

①第２・４金曜日 17 ～ 20 時
②みんなの居場所　結（洲崎町 1-5）
③地域の方誰でも
④子ども無料、大人 500 円
⑤090-8685-4112（代表森脇）
⑥誰もがのんびりと、手作りの夕食を、

楽しめます。

①第１火曜日 17 ～ 20 時
②居酒屋「町屋」（町屋町 5-18）
③地域の方誰でも
④無料
⑤045-783-0255
⑥地域交流や忙しいお父さん、お母さん

のために子ども食堂を開いています︕

①年４回日曜 11 時半～ 13 時半
②いきいきセンター金沢（泥亀 1-21-5）
③地域の方誰でも
④中学生以下 100 円、高校生以上 200 円
⑤090-8640-4481（代表村田）

murata@bk9.so-net.ne.jp
⑥お見えになる方に喜んでいただける

よう、新しいスタッフも加わり、一同
張り切ってのスタートです︕

①♪第２土曜日 11 時半～ 13 時半
☆第３土曜日 11 時半～ 13 時半

②♪富岡サロンジュピのえんがわ（富岡東 3-14-47）
☆カフェナミキ（並木 1-17-6-5）

③地域の方誰でも
④子ども 100 円、大人 300 円
⑤090-6923-8783（代表三上）

cony.11.422@gmail.com
⑥地域の中で、みんなでごはんを食べたり紙

芝居を観たりして、楽しみながらつながろう︕

NPO法人さくら茶屋にししば

さくら食堂

金沢子ども食堂すくすく /
ホッとサロンすくすく

道くさ C.C.

にいや食堂

①年中無休（月～金︓15 ～ 20 時
土日祝︓11 ～ 20 時）
※変更の場合あり

②ココ食堂　京急富岡店（富岡東
5-21-4）

③幼児（3 歳）～中学生以下
（ご同伴の保護者 2 名まで可）

④無料
⑤045-353-8625
⑥みんなで一緒に楽しい時間を

すごそっ︕

①第２土曜日 11時半～14時
②富岡第一地区連合町内会館
（富岡西1-47-2）
③地域の方誰でも
④無料
⑤090-4247-3026（代表沓澤）
⑥手作りカレーを無料提供。地域
で美味しいと評判のカレーです。
どなたでも気軽に来てネ︕

ココ食堂

お元気子ども食堂
みんなのレストラン

みんなの食堂

もりのお茶の間

みんなで
ごはん
みんなで
ごはん

居酒屋「町屋」
子ども食堂

株式会社ダイニングエール
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郷土料理「空」

新型コロナウイルスの影響で活動内容を変えている食堂もありますので
初めて行く際は確認のお電話をお願いします


	【低_QRなし笹田さんへ_おもて】金沢区子ども食堂
	【低_笹田さんへ_うら】金沢区子ども食堂

