平成30年1月31日現在

高知家子ども食堂情報
登録番号

子ども食堂の名称

開催場所

開催日

開催時間

参加費用

電話
FAX

メールアドレス

小川 公可

0887-57-7300
0887-57-7305

vc-genki@mxi.netwave.or.jp

連絡先

2017-001 こども食堂コトコト

香南市

野市町西野570
（東町東中筋まちづくり交流館山崎屋）

毎月第1日曜日

11:00～14:00

18歳未満：無料
18歳以上：200円

香南市社会福祉協議会

2017-002 加茂の里

佐川町

加茂621-1
（集落活動センター 加茂の里）

毎月第2土曜日

11:00～14:00

小学生以下：100円
中学生以上：300円

加茂の里

岩本 ひとみ

0889-20-9302
0889-20-9304

－

2017-003 こども食堂 ゆめ

宿毛市

宿毛5380番地1
（ショッピングセンターフジ宿毛店内）

毎月第3土曜日

11:30～14:30

中学生以下：100円
高校生以上：300円

こども食堂 ゆめ

江口 千代美

090-5146-7529
0880-64-0221

chiyomi-e@mb.gallery.ne.jp

2017-004 元気食堂

高知市

知寄町1丁目5-15
（図南病院内職員食堂）

毎月第3木曜日

16:00～19:00

18歳未満：無料
18歳以上：300円

チアーズ会

毎週水曜日

16:30～20:00

18歳未満：無料
18歳以上：無料

ＧＩＦＴ

2017-005 子どもの居場所「えいや家」 高知市

神田1068-1
（有料老人ホーム あっとホーム内1F）

①こども食堂こだかさカフェ
中万々2-47
2017-006 ②水曜校時カフェ
高知市
（地域交流センター城北2階）
③夏カフェ

①毎月第2日曜日
②毎週水曜日・夕
③夏休み・
毎週水曜日・昼

takanoa2001@yahoo.co.jp
眞鍋 大輔

090-6280-5500
－

npogift.dream@gmail.com

①11:30～14:30
こども：無料
②16:00～19:00
③11:30～14:30 大人：300円

こども食堂こうち実行委員会 秦泉寺 あや

090-3988-4120
－

kodomoshokudo.kochi@gmail.com

11:30～14:30

こども：無料
大人：300円

こども食堂こうち実行委員会 秦泉寺 あや

090-3988-4120
－

kodomoshokudo.kochi@gmail.com

18歳未満：無料
18歳以上：200円

「あったか食堂ながはま」実行委員会

武田 伸二郎

090-4788-6620
－

shinjirou_text_kid@yahoo.co.jp

2017-007 こども食堂あたごカフェ

高知市

吉田町6-6
（コープよしだ）

（12月は第3日曜日）

2017-008 あったか食堂ながはま

高知市

長浜4157
（「歴史を拓く よみがえりの家」）

毎月第2・4土曜日
(8月は月4回)
(9月は第2・5土曜日)

10:30～14:30

2017-009 Teen's Floor 「帯カフェ」

高知市

帯屋町1丁目13-24
（室戸屋ジロー3階）

毎月第1･3金曜日

16:00～19:00 大学生：無料

こども食堂こうち実行委員会 秦泉寺 あや

090-3988-4120
－

kodomoshokudo.kochi@gmail.com

2017-010 こども広場

南久保15番38号
高知市
（川上食品2階）

毎朝

月～土
6:30～9:30
日祝
7:00～10:30

川上食品

川上 千恵子

088-884-7001
088-884-7005

－

2017-011 ワイワイこどもクラブ

高知市

伊勢崎町3-8
（高知伊勢崎キリスト教会）

毎月第4又は
第5土曜日

11：00～15：00

18歳未満：無料
高知伊勢崎キリスト教会
18歳以上：自由献金

平林 稔

088-875-5983
088-875-5983

bap8saki@ma.pikara.ne.jp

2017-012 くろいわkitchenほっぺ

佐川町

黒原905-1
（集落活動センター くろいわ）

毎月1回
（不定期開催）

11:00～14:00

18歳未満：100円
18歳以上：300円

黒岩いきいき応援隊

永田 滋

0889-20-9703
0889-20-9704

－

2017-013 うしおえこども食堂

高知市 百石町1-16-23

（7月は第5日曜日）
（8月は毎週日曜日）

11:00～14:00

大人：300円
こども：0円

うしおえこども食堂実行委員会 神﨑 久美子

080-8025-2568
088-875-0573

kanzakikumiko0193@gmail.com

2017-014 ふらっと中町 子ども食堂

香美市

土佐山田町西本町1-6-19
（ふらっと中町）

夏休み

11:00～15:00

18歳未満：150円
18歳以上：250円

えびす街協同組合

2017-015 ぬのしだランチＩＮ布小

高知市

布師田1781-1
（布師田小学校）

夏休み

11:00～14:00

18歳未満：200円
18歳以上：300円

高知市布師田地区社会福
祉協議会

（セブンスデーアドベンチスト高知キリスト教会）

毎月第4日曜日

毎月第1日曜日

こども：無料

16歳未満：無料
18歳未満：200円
同伴の大人：200円
大人だけ：300円
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2017-016 ぬのしだランチＩＮふれセン

高知市

布師田1647
（布師田ふれあいセンター）

毎月第1土曜日

11:00～14:00

18歳未満：無料
18歳以上：300円

高知市布師田地区社会福
祉協議会

徳弘 朋子

090-7782-2501
088-845-7167

－

2017-017 ぬのしだランチＩＮ石渕

高知市

布師田2574-7
（石渕公民館）

毎月第3土曜日

11:00～14:00

18歳未満：無料
18歳以上：300円

高知市布師田地区社会福
祉協議会

徳弘 朋子

090-7782-2501
088-845-7167

－

2017-018 こども食堂がじゅまるの木

高知市

北御座2-60
（弥右衛門ふれあいセンター）

毎月1回
（日曜日）

11：30～15：00

こども：100円
大人：300円

こども食堂がじゅまるの木実
上村 優子
行委員会

090-7784-5770
－

yuukopiatosa55@yahoo.co.jp

2017-019 あったかモーニン

土佐清水市

栄町1番16号
（あったかふれあいセンター「きずなの
家」）

谷口 佳保

0880-82-1900
－

noahsark-s@key.ocn.ne.jp

2017-020 あいあい・まんま食堂

高知市

葛島四丁目3-3
（高知市東部健康福祉センター内）

あいあい・まんま食堂実行
委員会

澤村 尋江

090-4975-7978
(18：00以降)

shuu-my-soul@docomo.ne.jp

こども食堂かもだ実行委員会

筒井 美由紀

080-6282-1212
088-832-4341

－

088-852-2145
088-852-3194

tosashisyakyou@yahoo.co.jp

088-892-0515
088-893-4870

ino-shakyou@shirt.ocn.ne.jp

090-8693-8809
－

－

2017-021 こども食堂おうち文庫

神田339-2
高知市 （おうち文庫）

2017-022 ムッくん食堂

土佐市

高岡町乙3519-1
（土佐市社会福祉協議会）

2017-023 みんな笑顔 こども食堂

いの町

6032番地3
（ウェルネス伊野内 20-3区集会所）

高知市

長浜4966-1
（旧デイサービスゆずりは）

2017-024

子ども食堂わいわいカフェ
南地

毎月最終日曜日
18歳未満：200円（小学
9月、11月に晩ご 7：30～11：30 生以下無料）
ノアズアーク
18歳以上：200円
飯も提供
毎月1～3回

18歳未満：100円

11:30～14:30 18歳以上：300～500円（内
容による）

毎月第4土曜日

8月
12：00～17：00
9月以降
11：00～14：00

18歳未満：無料
18歳以上：300円

18歳未満：無料
毎月第4土曜日 11：30～15：00 18歳以上：100～300 土佐市社会福祉協議会
円
みんな笑顔 こども食堂
18歳未満：無料
毎月第4土曜日 11:00～14:00
（窓口：いの町社会福祉協
18歳以上：300円
議会）
毎月第1土曜日

11:00～14:00

18歳未満：100円
18歳以上：200円

子ども食堂わいわいカフェ
南地実行委員会

米田 美登利

※天候、主催者の諸事情等により、開催日が変更、又は休止になる場合もありますので、事前に開催の有無を確認してください。

