
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 連絡先

1 かしわこども食堂 柏市豊四季台近隣センター 毎週土曜日 １７：３０～１９：００
１５歳未満  無料
高校生以上  ３００円

外川 都美恵

2 かえる公園子ども食堂 SDA柏キリスト協会 毎週土曜日 １２：３０～１４：００
高校生以下  無料
大人     ２００円

宮本 安喜
04-7176-4318
04-7176-4318(FAX)

msda@ceres.ocn.ne.jp

3 あさひ子ども食堂 Mado-ka（旭市ロ-838）
週１回（平日）
月１回（休日）

週１回（平日）15:00∼19:00
月１回（休日）11:00∼15:00

子ども    １００円
大人     ３００円

英 一馬
0479-60-2578
0479-60-2579(FAX)

sawayaka-n@rosario.jp

4 かいじん子ども食堂
船橋聖書バプテスト教会1F
(船橋市海神3-23-63)

毎月１回・第１土曜日 １１：００～１３：００
中学生以下  無料
高校生以上  ３００円

岡戸 史子
047-430-0152
ー

fumikookado@gmail.com

5 キタナラ子ども食堂
カフェウフ。
（船橋市習志野台5-7-16）

毎月１回・ゾロ目の日 １７：００～１９：００
高校生以下      無料
子供連れ大人1人 ２００円
大人のみ         ５００円

伊藤 由佳
047-462-1360
047-462-1360(FAX)

cafeoeuf2014@gmail.com

6 こども食堂「おかわり」のだ
特定非営利活動法人
子育てネットワークゆっくっく
(野田市岩名２丁目９番地-14)

毎月１回・第２土曜日 １１：００～１５：００
子ども（0才∼18才） 無料
大人       ３００円

板垣 光子
04-7129-8089
04-7129-8089(FAX)

yukkukkunet@ybb.ne.jp

7 浦安フラワー通りこども食堂 浦安市堀江2-6-36（正福寺） 毎月１回土曜日（不定期） １７：００～１９：００
未就学児      無料
高校生以下    １００円
その他      ３００円

梅澤 岳

8 光ヶ丘子ども食堂 柏市光ヶ丘近隣センター 和室
毎月１回

（毎月第3または第4金曜日）
１８：００～１９：３０

大人      ３００円
子ども  無料（18才以下）

池田 潤子
04-7173-0026
ー

junsora.824kaze@ezweb.ne.jp

9 かしわっ子食堂あさひ 柏市旭町近隣センター 原則毎月第３土曜日 １２：１５～１４：００
未就学児       0円
小・中・高校生  １００円
大人       ３００円

枝川 政子
04-7115-6984
04-7115-6984(FAX)

edakawa.ma.1217@gmail.com

10 ブレーメンこども食堂
地域交流プラザ ブレーメン習志野内
レストラン クック
習志野市東習志野2-10-3

毎月１回・第２金曜日 １７：００～１９：００

幼児   １００円
小中学生 ２００円
子どもと一緒に食べる大人
 ３００円

宍倉 一麻
047-470-5511
047-470-5512(FAX)

shishi@bikou.net

11 トイトイ食堂 市原市辰巳台東3-11 月１回第１土曜日 １６：００～１８：００
高校生以下  １００円
大人     ３００円

山本 充枝
0436-63-4856
0436-63-4856(FAX)

halit.mitue@nifty.com

12

ふなばし子ども食堂ネット
ワーク
（キタナラ子ども食堂）
（おむすび食堂）
（かいじん子ども食堂）
（子ども食堂こっこ）
（食べる応援6年４組）

伊藤 由佳 090-8041-1369
info@funabashi-
kodomoshokudou-nw.org

13 木更津みなと口こども食堂
木更津市民活動支援センターみらいラボ
（木更津市中央1-1-6）

月１回第２木曜日 １８：３０～２０：００
子ども    １００円
大人     １００円以上

山下 善明 090-2333-6561 ranma@lily.ocn.ne.jp

14 TSUGA no わ こども食堂 千葉市若葉区西都賀3丁目17番11号
およそ毎月１回・金曜日

長期休み中は月2回
１４：００～１９：００

（食事提供は１７：００頃）

１８歳までの学生 １００円
又は、こども通貨３００Ｐ
大人       ５００円
（お手伝い割引あり）

田中 照美
043-375-9543
( TEL・FAX)

treehouse@fd5.so-net.ne.jp

15 こども食堂  つき
ＮＰＯ法人 ほっとすぺーす・つき
（佐倉市稲荷台1-17-1 ２Ｆ）

毎週１回、水曜日
１８：３０～１９：３０

（予約制）

大人     4００円
子ども    １００円
（親子割引あり）

田代 和美
090-5578-0718
043-235-8008(FAX)

kazumity@bj8.so-net.ne.jp

千葉県「子ども食堂」情報（１）

電話、ＦＡＸ、メールアドレス

04-7145-1518
04-7145-1518(FAX)

urayasu.kodomo@gmail.com

詳しくは、ふなばし子ども食堂ネットワークのホームページをご覧ください
ＵＲＬ http://funabashi-kodomoshokudou-nw.org/



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 連絡先

16 しろい子どもランチ会 白井駅前センター 月１回第３土曜日 １１：３０～１３：３０
子ども（高校生以下） 無料
大人      ３００円

田中 美帆 090-1809-2444 tnkmh30@nifty.com

17 あびこ子ども食堂
レンタルスペース・ハコカラ
（我孫子市本町2-4-14）

１7：0０～１９：３０
未就園児  無料
３歳以上  ３００円

石井 亜矢 04-7170-0765 abiko.act@gmail.com

04-7181-0556
04-7181-0555(FAX)

wagokoro2010@yahoo.co.jp

19 どんぐり 我孫子市根戸357
毎月１回、第３木曜日
（8月は第4木曜日）

１6：3０～１8：３０
小学生から高校生 100円
保護者大人 100円

根本 孝英

20 こほく子ども食堂
社会福祉法人つくばね会 けやき社会セ
ンター内
（我孫子市都部新田37-2）

毎月１回、第３木曜日
（8月は土曜日開催）

１7：3０～１9：0０
子ども 無料
大人  5００円

鈴木 喜也
04-7187-1944
04-7187-1947(FAX)

keyaki-160401@s4.dion.ne.jp

21 鎌ケ谷こどもだんらん食堂
東部学習センター
（鎌ケ谷市東道野辺4-9-50）

毎月１回、主に第３火曜日 １6：0０～20：0０
18歳以下 無料
大人  3００円

御代川 麻奈美 050-5318-7996 info@kamadan.space

22 子ども食堂 すまいるステーション
茂原市東郷福祉センター
（茂原市谷本1887-1）

毎月１回、第３日曜日
（施設の行事都合で変更あり）

１2：0０～15：0０
（食事提供は13:30まで）

子ども（4歳以上）１００円
大人（高校生以上）３００円

河野 健市
（事務局：
 丸岡一人）

090-9133-6738
0475-25-7614(FAX)

kazuhito480831@yahoo.co.jp

23 寺子屋 妙蓮寺 こども食堂
妙蓮寺
（木更津市請西南2-13-2）

毎月１回、第１土曜日 １1：3０～14：0０
中学生まで 無料
高校生以上 ３００円

竹村 和裕
0438-38-6977
0438-38-6878(FAX)

hbs.lotus@gmail.com

24 はらぺこキッチン 富津市中央公民館
毎月１回、第１金曜日

（8月は休み、1・5・11月は第2金曜日）
１8：0０～20：0０

（LO 19:30）

小学生以下 無料
中学・高校生 １００円
大人 ４００円

鈴木 伸江
080-5488-8800
0439-71-6830(FAX)

sekapool226@ezweb.ne.jp

25 子供食堂やわらぎ 千葉市花見川区幕張本郷 和の食千両内 毎月１回、第３日曜日 １1：3０～14：0０
小学生以下 ２００円
中学生以上 ５００円

斉藤 光子
043-275-3187
( TEL・FAX)

senryo87@docomo.ne.jp

26 あいこカフェ
中華そば 蘇州
（習志野市）

毎月１回、第４水曜日 １7：0０～19：3０
中学生以下 １００円
保護者   ３００円
その他   ５００円

五十嵐 啓晋 047-473-3938 igarashi0613@docomo.ne.jp

27 木更津波岡こども食堂 木更津市八幡台公民館 毎月２回、第２・第４金曜日 １８：0０～19：3０
子供 無料
大人 ３００円

堀切 辰也 090-9102-3147 dm2p6w@bma.biglobe.ne.jp

＜注意事項＞
・天候、主催者の諸事情により、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。
・子ども食堂に関するお問い合わせは、各主催者へお願いします。
・子ども食堂への参加については、自己責任でご参加ください。

千葉県「子ども食堂」情報（２）

吉田 充

ＵＲＬ http://www.wagokoro2010.com

18 こども食堂 わごころ 我孫子市柴崎台2-8-10-1・2Ｆ 月１回第２日曜日 １１：３０～１３：１０
こども  無料
大人   ３００円

04-7182-0232
04-7182-0264(FAX)

電話、ＦＡＸ、メールアドレス


