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 所在市町村 食堂数   所在市町村 食堂数 

1 さいたま市 6 26 北本市 1 

2 川越市 2 27 富士見市 3 

3 熊谷市 1 28 三郷市 1 

4 川口市 7 29 鶴ヶ島市 1 

5 秩父市 1 30 吉川市 1 

6 所沢市 7 31 ふじみ野市 1 

7 飯能市 2 32 三芳町 6 

8 加須市 1 33 小川町 1 

9 本庄市 1 34 宮代町 1 

10 東松山市 5 合計 80 

11 春日部市 1 

12 狭山市 5 

13 鴻巣市 1 

14 深谷市 1 

15 上尾市 5 

16 草加市 2 

17 越谷市 4 

18 蕨市 1 

19 戸田市 1 

20 入間市 2 

21 朝霞市 3 

22 志木市 1 

23 和光市 １ 

24 新座市 2 

25 久喜市 １ 

埼玉県「子ども食堂」一覧 （平成 29年 9月 14日現在） 



埼玉県　[子ども食堂]　一覧 【平成２９年９月１４日現在】

所在市町村 名称 所在地 活動場所 電話 E-mail ホームページアドレス 設置主体 代表者 所在地 電話 定期 不定期 子ども 大人 子ども 大人

1 さいたま市 ゆめうた子ども食堂 さいたま市桜区白鍬202-19 事務所 048-783-5771 info@yumeuta.com NPO法人　みんなの夢の音楽隊 今川　夏如 さいたま市桜区白鍬202-19 048-783-5771 食事とイベント
月１回
木曜日

18時00分 ～ 21時00分 誰でも 誰でも 無料 無料

2 さいたま市 みんなでごはんを食べる会
さいたま市大宮区吉敷町4-223-2
大宮南公民館

公民館 kids.club.omiya@gmail.com https://www.facebook.com/omiyakidsclub/ 大宮こども部 新谷　慶子 食事と学習支援
月１回
最終金曜日

18時00分 ～ 21時00分 誰でも 誰でも 300円/１食
＊中学生まで

500円/１食
＊学生ボラン
ティア無料

3 さいたま市 こもれびごはん
さいたま市桜区大久保領家131-6
大久保東公民館

公民館 子ども食堂　こもれび 小島　百合子 食事のみ
月１回
土曜日

誰でも 誰でも 100円/１食 200円/１食

4 さいたま市 東岩槻子ども食堂
さいたま市岩槻区東岩槻2-5-26
アライビル１Ｆくらぶルーム　リアン

生協組合員くらぶ
ルーム

フェイスブック有 生活クラブ生協岩槻支部 増田　梅子
さいたま市南区別所5-1-11
生活クラブ生協　埼玉本部

048-839-4881 食事のみ
月２回
第1,第3木曜日

17時00分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

5 さいたま市 さいたま子ども食堂 さいたま市緑区原山3-20-9 店舗 048-789-7340 saitamakodomoshokudo.ai-kenchikukoubou.jp
http://saitamakodomoshokudo.
ai-kenchikukoubou.jp/

さいたま子ども食堂 本間　香 さいたま市緑区原山3-20-9 048-789-7340 食事とイベント 毎週土曜日 17時00分 ～ 19時00分 誰でも 限定的 無料 500円/１食

6 さいたま市 てらこや食堂 さいたま市大宮区北袋町1-285 個人宅 048-627-2411 info@terakoya-labo.org http:www.terakoya-labo.org
一般社団法人　てらこや新都
心

大場　明美 さいたま市大宮区北袋町1ー285 048-627-2411 食事とイベント 月1回程度 誰でも 誰でも 無料 600円/１食

7 川越市 なかよし食堂（にこにこ食堂） 川越市霞ヶ関北4-22-22 店舗
049-298-6696
（かほくお手伝いサー
ビス内）

kahoku@lime.plala.or.jp 霞ヶ関北自治会 石川　重男 川越市霞ヶ関北3-12-6 049-232-6388 食事のみ 年3回程度 誰でも 誰でも 100円/１食 200円/１食

8 川越市 子ども食堂「ひだまり」
川越市川鶴2-11-1-11
コミュニティカフェひだまり

店舗 080-6593-8109 ray3uwamin@jcom.zaq.ne.jp https://www.communitycafe-hidamari.jp/ チームひだまり 上蓑　礼子 川越市川鶴3-7-5 049-233-8513 食事と学習支援
月１回
第2土曜日

11時30分 ～ 13時30分 限定的 限定的 小学生
150円/１食 500円/１食

9 熊谷市 くまがや子ども食堂 熊谷市筑波町2-36 店舗 090-2631-9460 くまがや子ども食堂 大野　千加子 熊谷市筑波町2-36 090-2631-9460 食事のみ
月１回
第4月曜日

16時00分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 無料 200円/１食

10 川口市 たいむ☆こども食堂
川口市柳崎５‐12‐25
コミュニティ喫茶たいむ

店舗 048‐487‐9630 たいむ☆こども食堂実行委員会 芳賀　厚子
川口市柳崎５‐12‐25
コミュニティ喫茶たいむ

048‐487‐9630 食事と学習支援
月１回
第1土曜日

17時00分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

11 川口市 こども食堂とづか 川口市北原台2-10-18 公民館 048-295-8738 kodomo.syokudou.tozuka@gmail.com
ＮＰＯ法人　こどもの居場所づくりin
かわぐち

添田　朋子 川口市北原台2-10-18 048-295-8738 食事と学習支援
月１回
水曜日

15時00分 ～ 21時00分 誰でも 誰でも 無料 200円/１食

12 川口市 川口おとな食堂
川口市栄町3-2-23
アーネスト川口２F民間学童保育
キッズビレッジ内

店舗 048-290-8979 otonagohank@gmail.com
https://www.facebook.com/
otona.gohan.kawaguchi/

オトナごはん川口 泉　大輔
川口市栄町3-2-23
アーネスト川口２F民間学童保育
キッズビレッジ内

048-290-8979 食事とイベント 年3回程度 誰でも 誰でも 100円/１食 1,500円/１食

13 川口市 川口こども食堂 川口市末広2-15-16 店舗（ベーカリー） 048-499-0860 holyholyholy@kmd.biglobe.ne.jp
https://www.facebook.com/
kawaguchikodomoshokudou/?ref=bookma
rks

 プレゼンス 鈴木　悟 川口市末広2-15-16 048-499-0860 食事とイベント、学習支援 隔週木曜日 17時30分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

14 川口市 民間学童保育キッズビレッジ
川口市栄町3-2-23
アーネスト川口2F

店舗 048-290-8979 info@kids-village.net http://kids-village.net モチベートカンパニー株式会社 泉　大輔
川口市栄町3-2-23
アーネスト川口2F

048-290-8393 食事と学習支援 月〜金曜日 14時30分 ～ 18時30分 限定的 限定的

15 川口市 夕暮れ食堂 川口市芝3756-3 店舗 048-486-9225 info@25farm.com フェイスブック(合同会社25ＦＡＲＭで検索) ウーマンプラス 佐藤　瑞恵 川口市芝3756-3 048-486-9225 食事とイベント
月２回
第１・第3金曜日

17時30分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 250円/１食 250円/１食

16 秩父市 学び合いの場　てらこや 秩父市下吉田3809 団体借用の民家 0494-62-4545 hananomorikodomoen@gmail.com http://www.hananomori.org/ 認定NPO法人花の森こども園 葭田  昭子 秩父市下吉田3809 0494-62-4545 食事と学習支援 毎週木曜日 18時30分 ～ 20時30分 限定的 限定的 無料

17 所沢市 Mooie keuken(てらこや食堂） 所沢市松葉町18-5（開催場所） 店舗 mooie.keuken2017@gmail.com http://mooie-keuken2017.crayonsite.net/ Mooie keuken(てらこや食堂）
泉山　多賀子
高野　知亜希

所沢市緑町4-2-13メゾンド緑町102
（事務局）

料理教室のスタ
イルで食事提供

月１回
第三金曜日

17時30分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

18 所沢市 わーくぽけっと　こども食堂 所沢市緑町3-16-13 店舗 04-2926-6369 wawawa_pokeeto@ybb.ne.jp
ＮＰＯ法人バリアフリーアートの会・
わーくぽけっと

本橋　幸太郎 所沢市緑町3-16-13 04-2926-6369 食事と学習支援 第2・第4水曜日 18時00分 ～ 20時00分 誰でも 限定的 無料 300円/１食

19 所沢市 子ども食堂・増田さん家 所沢市宮本町1-9-7 個人宅 090-6037-9353 子ども食堂・増田さん家 増田　アツミ 所沢市宮本町１－９－７ 090-6037-9353 食事と学習支援 月2回程度 限定的 限定的 無料 ３００円/１食

20 所沢市 子ども食堂　コミュニティキッチン
所沢市和ヶ原1-114-20
和ヶ原商店街内コミュニティホール

商店街内にあるコ
ミュニティセンター

050-5309-9729 tinyearth-smile@yahoo.co.jp おやこイベント『TINY EARTH』 神山　あやか 050-5309-9729 食事とイベント
月２回
金曜日

16時30分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも １００円/１食 ３００円/１食

21 所沢市 ぽかぽか広場並木8丁目
所沢市並木8-1-6-114
サロン幸福亭ぐるり

地域サロン 04-2925-0041 0041m@toko-shakyo.or.jp 所沢市社会福祉協議会 本橋　栄三
所沢市泉町1861-1
所沢市こどもと福祉の未来館３階

04-2925-0041 食事と学習支援 第２・第４木曜日 17時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

22 所沢市
ドッグカフェ　ｄocca
（ところざわこども食堂）

所沢市東新井町256-1 店舗 04-2996-0244 http://docca.iinaa.net/ ドッグカフェ　ｄocca 伊藤　宗矢 所沢市東新井町256-1 04-2996-0244 食事のみ
月１回
第３火曜日

17時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも １００円/１食 ３００円/１食

23 加須市
すくすくのあそびひろば
及び子ども食堂

加須市南町7-67戸恒方 公民館
0480-61-3373（事務局）

090-2411-8598
（事務局長戸恒和夫）

tozune@outlook.jp htpp://k-sukusuku-hiroba.org/ 一般社団法人すくすく広場 坂本　佳代子 加須市南町7-67戸恒方 0480-61-3373 食事と学習支援
月１回
日曜日

10時00分 ～ 14時00分 誰でも 限定的 １００円/１食 ３００円/１食

24 本庄市 どんぐりこども食堂 本庄市四季の里1-19-9 個人宅 080-5466-5735 ja-jp.facebook.com/honjyoshibu/ 生活クラブ生協本庄支部 田邊  晶子 本庄市四季の里1-19-9 080-5466-5735 食事とイベント
月１回
土曜日

11時00分 ～ 13時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

25 東松山市 チ・アモ 東松山市石橋1747-16 個人宅 090-4721-3289 チ・アモ 高橋　みち子 東松山市石橋1747-16
090-4721-3289
自宅 0493-23-7493
ＦＡＸ 0493-23-7492

食事のみ 毎週金曜日 16時00分 ～ 21時00分 誰でも 誰でも 300円/１食 500円/１食

26 東松山市 無料子ども食堂比企聖学塾 東松山市松本町1-10-10 個人宅
0493-24-4379
090-2646-9138

zenyu_2co1209_yoshi@yahoo.co.jp
zenyu-2co12.09-yoshi@ezweb.ne.jp

特定非営利活動法人比企聖学塾 鈴木  善雄 東松山市松本町1-10-10 0493-24-4379 食事と学習支援 毎週日曜日 18時00分 ～ 18時30分 誰でも 誰でも 無料 無料

27 東松山市 仮称（子どもの居場所） 東松山市松本町1-7-8 公民館 0493-23-1251 
higashimatsuyama@smile-shakyo.jp 東松山市社会福祉協議会　平野支部 西川朋子 東松山市松本町1-7-8 0493-23-1251 食事と学習支援 年3回程度 限定的 無料

28 東松山市 夕やけひろば
東松山市松風台8-2（高坂丘陵市民
活動センター）

公民館
0493-35-4311
（高坂丘陵市民活動
センター）

夕やけひろば 田中　和子 東松山市松風台2-12 0493-35-0749 食事とイベント 月１回 13時00分 ～ 18時00分 誰でも 誰でも

29 東松山市 若松町ふれあい広場 東松山市若松町2-14-7 公民館 0493-24-7710 若松町子ども守り隊 栗原　誠治
東松山市若松町2-12-30（代表者自
宅）

0493-25-2158 食事とイベント 年3回程度 誰でも 限定的 無料 ３００円/１食

30 春日部市 かすかべ子ども食堂　ひなた 春日部市豊町4-6-7　2F 店舗 048-884-8583 info@happy-circle-cycle.org http://www.happy-circle-cycle.org/
HAPPY CIRCLE CYCLE(ハッピー
サークルサイクル)

猪狩  氷青 春日部市豊町4-6-7　2F 048-884-8383 食事とイベント 毎週水曜日 18時30分 ～ 20時30分 誰でも 誰でも 50円/１食 300円/１食

31 狭山市
「遊びと学びと食」の事業
WAKU(ワク)☆DOKI(ドキ) はっ
ぴー

狭山市根岸2-17-13（水富公民館）
狭山市広瀬東3-34-1（広瀬公民館）

公民館
04-2954-4730（水富）
04-2953-6500（広瀬）

mizt-kom@city.sayama.saitama.jp
hiro-kom@biscuit.ocn.ne.jp

www.area-e-network.com/ ＮＰＯ法人地域教育ネットワーク 笠松　直美 狭山市広瀬台1-28-14 070-1410-8989
月２回
第２、第３土曜日

10時00分 ～ 13時00分 誰でも 限定的 １００円/１食 寄附

32 狭山市 ひまわり倶楽部 狭山市入間川3-33-6-605 公民館 090-1505-0477 ijima_miyuki0515yahoo.co.jo ひまわり倶楽部 井島　美由紀 狭山市入間川3-33-6-605 090-1505-0477 食事のみ
月６回
土・日曜日

14時00分 ～ 20時30分 誰でも 限定的

33 狭山市 ひみつきち 狭山市入間川1-22-12 店舗 080-9449-1909 r-kouda@arata.or.jp
社会福祉法人　新
（ひみつきち有志の会）

国府田　理恵 狭山市中新田73-3 080-9449-1909 食事とイベント
月１回
土曜日

10時30分 ～ 14時30分 誰でも 誰でも 無料 ２００円/１食

34 狭山市 みんなの食堂さといも 生活クラブ狭山生活館
生活クラブ生協施
設内

090-4139-7065 狭山こども食堂さといも 古澤　祐子 狭山市東三ツ木250-5 食事のみ
月１回
日曜日

11時30分 ～ 13時30分 誰でも 誰でも 無料 100円/１食

番号

食　堂 設置主体

活動内容

活動日 対象者 料金

時間
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食　堂 設置主体

活動内容
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35 狭山市
夢はうす食堂
及び夢だいにんぐ

狭山市中央3-7
、西武狭山台ハイツN-108

NPO事務所 080-2148-5558 machitsuna@yahoo.co.jp NPO法人まちのつながり推進室 矢馳  一郎
狭山市中央3-7
、西武狭山台ハイツN-108

080-2148-5558 食事とイベント 月2回程度 誰でも 誰でも 無料 ３００円/１食

36 鴻巣市 わいわい夕食会 鴻巣市吹上富士見3-1-7 店舗 048-598-7614 bcl17457@nifty.com kousaten@que.jp     
特定非営利活動法人ワーカーズコ
レクティブこうさてん

打越　紀子 鴻巣市吹上富士見3-1-7 048-598-7614 食事とイベント
月１回
第３土曜日

18時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

37 深谷市 ふかや子ども食堂まめっこ
深谷市仲町20-2
深谷公民館

公民館 080-3673-0533 hello@yellowhearts.net https://yellowhearts.net/ NPO法人イエローハーツ 田中  一永 深谷市東方2013番地 048-578-8481 食事とイベント
月２回
木曜日

17時30分 ～ 19時30分 誰でも 誰でも １００円/１食 ２００円/１食

38 上尾市 みんめし 上尾市上町一丁目6-6 寺院 048-771-0648 Oxu61822138747@ezweb.ne.jp 遍照院 石川　隆秀 上尾市上町一丁目6-6 048-771-0648 食事とイベント 月1回程度 限定的 限定的 無料 無料

39 上尾市 えだまめ　こども食堂 上尾市大字原市4351番地 デイサービス 048-782-7385 ｅｄａｍａｍｅ．ｓyokudou＠gmail．com フェイスブック有 えだまめ　こども食堂 中村　光伸
さいたま市北区吉野町1-3-1　茂木
ビル2F　（あけぼし訪問介護内）

048-782-7385 食事のみ
月１回
第３土曜日

11時00分 ～ 15時00分 誰でも 誰でも 無料 無料

40 上尾市
ホットほっとタイム
こども食堂ネットワーク in 上尾

上尾市宮本町15番9号
ＡＳＡ上尾中央ビル３Ｆ

hot2time.in.ageo@gmail.com フェイスブックにてお知らせ ホットほっとタイム　 星野　明子 上尾市大字地頭方448番地22 048-781-9824 食事とイベント
月１回
第２水曜日

16時30分 ～ 19時30分
誰でも
（要会員登
録）

誰でも
（要会員登
録）

100円/１食 400　円/１食

41 草加市 中高生の夜の食堂 草加市栄町3-3-23 NPO法人事務所 080-1056-2888 草加の児童館を考える会 加賀　嘉子 草加市青柳8-5-19 080-1056-2888 食事のみ
月１回
第3火曜日

18時00分 ～ 21時00分 限定的 誰でも 300円/１食 300円/１食

42 草加市 草加松原　子ども食堂 草加市栄町2-7-34 店舗 050-5317-2285 joyfulfamily0901@gmail.com ジョイフル・ファミリー 佐伯　俊一 草加市栄町2-7-34 050-5317-2285 食事と学習支援、イベント
月１回
土曜日

12時00分 ～ 13時30分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

43 越谷市 越谷こども食堂 越谷市越ヶ谷二丁目9-6 放課後児童クラブ 048-964-8000 koshigaya.kodomo.shien@gmail.com http://www.kodomo-shien.org NPO法人地域こども包括支援センター 野口　和幸 越谷市越ヶ谷二丁目9-6 048-964-8000 食事と学習支援、イベント 月～金曜日 学校終了時 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

44 越谷市
せんげん台こども食堂
（千間台記念会館）

越谷市千間台西1-9-9 公民館
048-976-3006
（千間台記念会館）

sengendaikodomosyokudou@gmail.com http://ameblo.jp/sengendaikodomosyokudou せんげん台こども食堂 草場　澄江
越谷市千間台西5丁目1-1
プラネせんげん台306

048-978-5774 食事と学習支援
月１回
第3火曜日

16時00分 ～ 19時00分 誰でも 限定的 100円/１食 300円/１食

45 越谷市 みなみこしがや子ども食堂
越谷市南越谷4-21-1
南越谷地区センター「パレット」

公民館 090-4740-0612 minamikoshigayashokudou@gmail.com
https://www.facebook.com/
minamikoshigayashokudou/

みなみこしがや子ども食堂 久野　美穂 越谷市赤山町4-9-1-D810 090-4740-0612 食事とイベント
月１～２回
金曜日

17時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

46 越谷市 こどもcafe食堂　越谷
越谷市越ｹ谷3-2-27
新石三自治会館

自治会館 080-6785-4551 mama.uyi.efe@gmail.com こどcafe食堂　越谷 青山　亨美
越谷市中町8-17
ウインハイム会田403

080-6785-4551 食事のみ 月1回程度 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

47 蕨市 ぽっかぽか 蕨市錦町3-3-41 公民館 090-9230-8919 pokkapoka-warabi@wb3.so-net.ne.jp http://www4.hp-ez.com/hp/pokkapoka 夕方からの居場所づくり　ぽっかぽか 新妻  朋子 蕨市錦町2-19-13 048-431-3490 食事と学習支援
月２回
第２・第４木曜日

18時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 無料 100円/１食

48 入間市 青少年活動センターむささび食堂 入間市小谷田1681-1
青少年活動セン
ター

04-2962-1005 ir343022@city.iruma.lg.jp https://www.facebook.com/aokatsuchamu/ 青少年活動センター 大野　勉 入間市小谷田1681-1 04-2962-1005 食事と学習支援、イベント
隔月１回
土・日・祝日

11時00分 ～ 16時00分 誰でも 誰でも １００円/１食 ３００円/１食

49 朝霞市 わ・和・輪の会　子ども食堂
朝霞市本町2-18-1
武蔵野サンハイツ１Ｆ

店舗 048-487-7618 ｍｏｒｏｚｕｍI.sayoko@sepia.plala.or.jp わ・和・輪の会 両角　小夜子
朝霞市本町2-18-1
武蔵野サンハイツ１Ｆ

048-487-7618 食事と学習支援、イベント
月～金曜日
（食事は月・水曜日）

12時00分 ～ 21時00分 誰でも 誰でも 300円/１食 400円/１食

50 朝霞市 ゆしゅまっふ 朝霞市本町3-5-18 飲食店舗 吉澤　季代子 隔週土曜日 昼間 誰でも 誰でも １００円/１食 １００円/１食

51 朝霞市 おへそ食堂
朝霞市浜崎669-1
産業文化センター1Ｆ　COZY

文化センター 048-485-9923 cozy.kouza@gmail.com https://ameblo.jp/team-cozy/
トモソダチカフェＣＯＺＹ　おへそ食
堂プロジェクト

名取  直子
埼玉県朝霞市浜崎669-1
産業文化センター１階　ＣＯＺＹ

048-485-9923 食事とイベント
月1回
金又は木曜日

17時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

52 志木市 志木のまいにちこども食堂
志木市中宗岡4-18-31
ショッピー宗岡103

店舗 090-3439-7403 catneko825@jcom.home.ne.jp http://ameblo.jp/shikinomainichi 山下　悦子 山下  悦子
志木市中宗岡4-18-31
ショッピー宗岡103

090-3439-7403 参加者同士の交流
月～土曜日
＊土曜日、
祝日、春夏冬休み等

17時00

12時00

～

～

21時00

15時00

誰でも 誰でも ５００円/１食 ５００円/１食

53 和光市 まんがんじ子ども食堂 和光市新倉3-8-25 寺院 048-461-2739 https://www.facebook.com/manganjikodomo/ 満願寺 石井  秀和 和光市新倉3-8-25 048-461-2739 食事のみ 月1回程度 誰でも 限定的 無料 300円/１食

54 新座市 だれでも食堂にいざ 新座市石神二丁目1-32 ＮＰＯ法人施設内 090-3818-8583
npoennmk@jcom.home.ne.jp
（法人　代表）

http://npoenn.com/
特定非営利活動法人暮らしネット・
えん

小島　美里 新座市石神二丁目1番4号 048－480-4150 食事とイベント
月１回
最終日曜日

11時00分 ～ 15時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

55 新座市 まぜこぜ食堂
新座市野火止6-1-48
ふるさと新座館内 野火止公民館実
習室

公民館 090-9682-9833 mazekoze2030@gmail.com m.facebook.com/mazekoze2030/ まぜこぜたい 大内  巌児 新座市栄1-4-15 090-9682-9833 食事とイベント
月１～２回
日曜日

13時00分 ～ 15時00分 誰でも 誰でも 100円/１食 300円/１食

56 北本市 きたもとこども食堂
北本市中央4-67
北本生活館１階

団体施設 080-3914-4146 tetote_kitamoto@yahoo.co.jp http://tetotekitamoto.web.fc2.com/
NPO法人　ワーカーズコレクティブ
てとてと仲間たち

仲谷　まり
北本市中央4-67
北本生活館１階

080-3914-4146 食事と生活相談
月１回
土曜日

12時00分 ～ 15時00分 誰でも 誰でも １００円/１食 ３００円/１食

57 富士見市 ポトフ　いっしょにたべよ
富士見市水谷1-13-6
水谷公民館

公民館 049-251-1129 ポトフ 大島　玲子 富士見市水子1228番地4 049-251-1129 食事と学習支援
月１回
第２木曜日

18時00分 ～ 20時00分 誰でも 誰でも 50円/１食 ２００円/１食

58 富士見市 キャロットくらぶ
富士見市針ヶ谷１-38
針ヶ谷コミュニティセンター

コミュニティセンター 049-251-8479 キャロットくらぶ 島田　雅子 富士見市水谷東2-1-4
048-476-6611
090-4920-7151

食事のみ
月１回
第２水曜日

17時00分 ～ 19時30分 限定的 限定的 １００円/１食 ３００円/１食

59 富士見市
富士見みんなでプロジェクト
「みんなで食べよう！」

富士見市大字鶴馬1932-7
市民福祉活動センターぱれっと

市民福祉活動セン
ター

049-263-6951 fujimi.minpro@gmail.com フェイスブック有 富士見みんなでプロジェクト 東海林　尚文
富士見市ふじみ野西1-2-2
クリオふじみ野505

049-263-6951 食事と学習支援、イベント 月1回程度 誰でも 誰でも １００円/１食 ３００円/１食

60 三郷市 おあしす子ども食堂 三郷市鷹野4-494-1 病院内 048-956-0065 特定非営利活動法人三郷おあしす会 細川  健二 三郷市鷹野4-491-2 048-956-0065 食事と学習支援
月１回
土曜日

11時45分 ～ 14時00分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

4月～９月

18時00分 ～ 19時30分

10月～3月

17時30分 ～ 19時00分

62 吉川市
みんなの食堂　ころあい
（福祉楽団　地域ケアよしかわ）

吉川市吉川団地1街区7号棟107 事業所内 048-984-2332 ishima-taro@gakudan.org http://www.gakudan.org/　　（法人ホームページ） 社会福祉法人　福祉楽団 飯田　大輔 千葉県香取市沢2459番1 0478-70-5757 食事のみ 月、水、金曜日 17時00分 ～ 19時00分 誰でも 誰でも 無料 無料

63 ふじみ野市 おーい　ココロンくらぶ ふじみ野市ふじみ野1-1-15 診療所内 049-267-1101 m-itou@mcp-saitama.or.jp
医療生協さいたま生活協同組合
大井協同診療所

増山　由紀子 ふじみ野市ふじみ野1-1-15 049-267-1101 食事と学習支援
月１回
第3曜日

16時30分 ～ 19時30分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

64 三芳町 子どもきっさ 三芳町藤久保
町社会福祉協議会
所有の家

090-7003-4412 tomoso0615@gmail.com http://ameblo,jp/tomoso-miyoshi/ ＴＯＭＯＳＯ 金沢　正枝 090-7003-4412 食事とイベント
月２回
第１・第3月曜日

12時00分 ～ 17時30分 誰でも 誰でも 無料 100円/１食

65 三芳町 三芳おなかま子ども食堂 三芳町藤久保817 個人宅 090-2545-1234 ladybird87@ozzio.jp NPO法人れでぃばーど 飯塚　結花 三芳町北永井704-9 090-2545-1234 食事のみ
月２回
第1・第3火曜日

17時30分 ～ 19時30分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

66 小川町 よってってキッズべり 小川町大塚1184 店舗
0493-73-2011、
090-6165-9651
090-4453-6355

mamkr732011@yahoo.co.ｊｐ
特定非営利活動法人　生活工房つば
さ・游　（店舗名）べりカフェつばさ游

高橋　優子
小川町みどりが丘2丁目15番地21
(店舗住所)埼玉県比企郡小川町大
塚1184

090-4453-6355 食事のみ
月1回
第1土曜日

16時00分 ～ 19時30分 誰でも 誰でも 無料 300円/１食

67 宮代町 ゆうやけひろば
宮代町笠原1-1-1
コミュニティセンター進修館

公民館
0480-32-8199
（宮代町社会福祉協
議会 ）

kondou@syakyou.org
（社協担当者アドレス）

社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 折原　正司 宮代町中央3-6-11 0480-32-8199 食事のみ
月２回
第2土・第4木曜日

17時00分 ～ 19時30分 誰でも 限定的 100円/１食 200円/１食

市民センター

鶴ヶ島市新町4-17-8
西市民センター内
鶴ヶ島市大字五味ケ谷202
東市民センター内

61 鶴ヶ島市 子ども食堂　じゃがいも 食事のみ細田　勝実 鶴ヶ島市上広谷426-4 2F 049-286-4483
049-286-4483
（ＮＰＯ法人カローレ）

npo.calore@white.plala.or.jp
（ＮＰＯ法人カローレ）

http://www.npo-calore.jp/ ＮＰＯ法人カローレ 無料 ３００円/１食

西市民ｾﾝﾀｰ
第1・第3金曜日
東市民ｾﾝﾀｰ
第2・第4金曜日

誰でも 誰でも


