
食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1
おいわか子ども食堂「おいで
屋」

社会福祉法人 真盛園
地域交流センター　老いも若
きも

H27
（社）真盛園地域交流セ
ンター　老いも若きも

学校の長期休み（平日10:00
～15:30）、必要に応じて随
時

2 子ども食堂平野学区のぞみ 平野学区母子福祉のぞみ会 H27
大津市平野市民セン
ター

毎月第４木曜（12月のみ第3
木曜）

3 晴嵐　みんなの食堂 NPO法人 CASN H27
（土曜）栄三自治会館
（水曜）石山商店街らん
らんサロン

毎月
第1土曜　15：00～19：00
第3水曜　　17：00～19：00

4 しらゆり子ども待合室
チームしらゆりボランティア
の会

H27 しらゆり歯科クリニック

5 のぞみちゃん食堂
社会福祉法人 滋賀県母子
福祉のぞみ会

H28
滋賀県母子福祉施設
「のぞみ荘」

毎月第３土曜日
10時～16時

6 出会い食堂❤よっといで～❤ 若葉町自治会・ビアンネ H28 唐崎苑わかば集会所 毎月第1土曜　10時～15時

7 キッズカフェ・エンジェライト 子育てHappyエンジェライト H28 占いカフェ恐竜や 毎週月曜　（祝日休み）

8 田上っ子食堂
田上学区青少年育成学区民
会議

H28 田上市民センター
毎月1回 第3水曜日
17：00～19：00

9 日吉台　こども食堂 日吉台学区社会福祉協議会 H28 日吉台公民館
毎月1回第4土曜
12：00～13：30

10 子ども食堂　ぱっぱ屋
冒険遊び場
小松プレーパークをつくる会

H28
南小松コミュニティー広
場

毎月第1日曜10：00～15：00
（8月のみ休み）

11 ぜぜこども食堂 ぜぜこども食堂運営委員会 H28 膳所ふれあいセンター
毎月第3木曜
16：00～20：00

12 膳所子どもカレー食堂 ZeZeまなびや H28 天理教湖南分協会
毎週金曜日
17：30～21：00

13 ｅａｔａｌｋ
NPO法人 こどもソーシャル
ワークセンター

H28
こどもソーシャルワーク
センター

毎週木曜日16：00～19：00
（祝日・盆・年末年始はお休
み）

14 かたばみ食堂
堅田の子を見守る《かたば
み》の会

H28 堅田公民館
毎月第3土曜日
11:30～13:30

15 坂本民主食堂 しが健康友の会 H29 しが健康友の会ホール
毎月第2木曜 17：00～19：00
※地域行事にあわせて変更
あり

16 まごころレストラン 任意団体　チェルキオ H30 瀬田東公民館
毎月第４火曜日
17:00～19:00

17 松の実みんなの食堂 社会福祉法人　唐崎福祉会 H30
社会福祉法人　唐崎福
祉会　松の実児童クラ
ブ

第2土曜日
11：00～14：00

18 ふじみ「子どもサロン」 富士見学区社会福祉協議会 H31 富士見市民センター
毎月第1木曜日
 16：00～20：00が基本
  ※月によって変更有

19 石山わくわくひろば
大津市里親会　石山わくわく
ひろば

R1 石山公民館 毎月１回

遊べる・学べる淡海子ども食堂

○大津市



20
勉強タイム＆子ども食堂（ご
飯会）

NPOグレースコミュニティ
サービス大津

R1
アッセンブリー大津キリ
スト教会

毎月第３または第４土曜日
15：00～19：00

21 どんぐりの家 子ども食堂「どんぐりの家」 R1 代表者自宅
毎月2回　第1、3土曜日
11：00～14：00

22 野洲のおっさんこども食堂 株式会社 まちおこし R1
野洲のおっさんおにぎ
り食堂  ２F

R．12．26 プレオープン
R1．１月スタート

23 YUMEMURA KITCHEN さつき助産院 R1
モデルハウス「もりのい
え」

毎週火・木曜日(10～14時）
　※祝日はお休みです

24 逢坂アモーレ子ども食堂 逢坂アモーレ子ども食堂 R2 逢坂公民館
毎月第１土曜日　9:30～
12:00

25 逢坂smile door 逢坂smile door R2 逢坂公民館
毎月第１土曜日　11:00～
13:00

26 Smiles kitchen 一般社団法人Smiles R3
和邇コミュニティーセン
ター

偶数月の月末　11:00～
15:00

27 シモサカAステーション シモサカAステーション R4 やすらぎの郷
毎月第３木曜日　19:00～
21:00

28 ゆうやけこやけ あすなろ会 R4
大津少年鑑別所職員待
機所

毎月第２火曜日　16:00～
20:00

29 スペースひまわり スペースひまわり R4 天理教滋賀分教会
毎月1～2回　平日16:00～
18:00

30
子ども食堂　わいがやキッチ
ン

NPO法人はた楽きの里 R4 天理教湖元分教会
長期休暇中は週２回、その
他は毎月１回

31
遊♡癒食働（ゆうゆしょくどう）
「ぎゃ～庭」

遊♡癒食働（ゆうゆしょくどう）
「ぎゃ～庭」

R4 大津市苗鹿 毎月第２、４日曜日

32 みんなの広場　敦賀屋 みんなの広場　敦賀屋 R4 みんなの広場敦賀屋
毎週水曜日　11:30～19:00
第１・３日曜日　11:30～
17:00

33 子ども食堂しずく 子ども食堂しずく R4 天理教城連分教会 SNSでお知らせ

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 かめのこ　子ども食堂 特定非営利活動法人 Links H28
彦根市男女共同参画セ
ンターウィズ

毎月第3土曜10：30～13：00

2 のぞみ子ども食堂 彦根市母子福祉のぞみ会 H28
男女共同参画センター
ウィズ・中地区公民館・
ニューホープチャベル

月1回 土曜日
9：30～13：00

3 さわやま❤子どもほっとランチ さわやま❤ほっとライン H28
彦根市民交流センター
（旧　東山会館）

月1回　土曜日

4 みんなの食堂「ビハーラ」 ビハーラ彦根 H28 純正寺本堂
第2・4木曜
17：00～20：00

5 のびっこ子ども食堂
特定非営利活動法人 のびっ
こクラブ

H28
いしでらコミュニティ・
キッチン「ほほえみハウ
ス」

毎月第3土曜
10：30～12：30

6 あおぞら居場所作り NPO法人あおぞら H29 人権福祉交流館 毎月第2木曜

○彦根市



7 にじのいえ
任意団体　子ども食堂『にじ
のいえ』

H30 高宮地域文化センター
概ね第2or第3金曜日
16：30～19：30

8
地域循環型食堂「みんなの食
堂」

NPO法人　芹川の河童 R1
花しょうぶ通り商店街第
5の街の駅「MINNA」

基本的に毎日開店予定
2020年3月22日～

9 あそび家くまくま
彦根子どもサポートネット
ワーク

R3 銀座芝居小屋
月２～３回程度
隔週日曜日

10
E-KO　no OTAKU　子ども食
堂

E-KO　no OTAKU R3 teraitei
毎月第４土曜日　１０時～１
５時

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 ながはま　こども食堂 社会福祉法人 グロー H27
老人ホームながはま
地域交流スペース

毎月第3水曜日
16：30～19：00

2 おひさまくらぶ
長浜おやこ劇場おひさまくら
ぶ

H28
市内まちづくりセン
ター・交流センター

毎月1回第2月曜
10:30～13:30

3 こどもの居場所「まんま」
北郷里子どもの居場所つくろ
うの会

H28 千草町内公民館
毎月１回主に水曜
15：00～18：00
18：00～中学生

4 きのもと子ども食堂 きのもと子ども食堂 H28
木之本福祉ステーショ
ン

毎月第２木曜日
16:30～19:00

5 かみてるこども広場 神照地区地域づくり協議会 H29
神照まちづくりセン
ター・長浜サンパレス

年間6回（5.7.8.10.12.3月/原
則第4土曜日）

6 長浜まちなか・子ども食堂 長浜地区地域づくり連合会 H29
長浜まちづくりセンター
ほか、自治会館等

月1回（概ね土曜日）

7 高月わくわく食堂 高月わくわく食堂 R１
高月コミュニティセン
ター

毎月第4日曜日
11:00～14:00

8 LOCOごはん 子育て応援カフェLOCO R1 子育て応援カフェLOCO 毎月１回　金曜日

9 余呉地域食堂 余呉福祉の会 R2 余呉町内各自治会館 不定期

10 鳥羽上みんな食堂 鳥羽上みんな食堂 R2 鳥羽上町会議室 毎月第３土曜日9:00～13:00

11 子ども食堂ひなた
特定非営利活動法人だんら
ん

R4
コミュニティー喫茶オレ
ンジ

毎週火曜日　16:00～19:00
長期休業期間　11:00～
15:00

12 子ども食堂みちくさ 子ども食堂みちくさ R4 みちくさ
毎月第３火曜日15:30～
18:30

13 南郷里っこニコニコ広場 南郷里地域づくり協議会 R4
南郷里まちづくりセン
ター

不定期

○長浜市



食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 むさっ子食堂 むさっ子食堂運営委員会 H27
武佐コミュニティセンター
または近江八幡市立八幡
東子どもセンター

学校の長期休み
10：00～13：00

2 はちまん　子ども食堂 八幡学区社会福祉協議会 H28
八幡コミュニティセン
ター

Ｒ１年度予定：7/19（金）、8/28
（水）、12/21（土）、1/7（火）、3/24
（火）いずれの日も12：00～14：00

3 スエばぁちゃん食堂 スエばぁちゃん食堂 H28 正明寺門徒会館
毎月第2土曜
17；00～19：00

4 ほのちゃん食堂 社会福祉法人 ほのぼの会 H28
社会福祉法人ほのぼの
会　遊楽庵

毎月第3土曜
11：00～13：00

5 かんちゃんホットルーム
ホットフィールド子ども・若者
支援ヒューマンネット
かんちゃんの小さな家

H27
かんちゃんの小さな家・常
楽寺老人憩いの家・安土
コミュニティーセンター

年10回

6 きりっ子食堂（桐原東小学校） きりっ子食堂　運営委員会 H28 桐原東小学校 長期休暇（春・夏・冬）

7 きりっこ食堂（桐原小学校） きりっこ食堂　運営委員会 H28 桐原小学校 長期休暇（春・夏・冬）

8 みんなの食堂　「おほりばた」 NPO法人 ねこ塾 H29
社会福祉法人子羊会所
有「おほりばた」

毎月第1日曜
11：30～14：00

9 蜜柑の木 蜜柑の木 R1
近江八幡市総合福祉セ
ンターひまわり館

毎月１回　第２木曜日
10:00～12:00

10
みんなの居場所「岡山水茎食
堂」

みんなの居場所「岡山水茎
食堂」実行員会

R3
近江八幡市岡山コミュ
ニティセンター

毎月第２土曜日　11:00～
13:00

11 地域こども食堂　野間亭
社会福祉法人しみんふくし滋
賀

R4
社会福祉法人しみんふ
くし滋賀本部事務局

12 おむすび食堂 老蘇学区社会福祉協議会 R4

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 だんらんの家　子ども食堂
（有）管材技研　だんらんの
家

H28
だんらんの家南草津
隣

3月～11月　第4金曜日
17：00～19：00

2 多文化子ども食堂 多文化共生支援センター H28
多文化共生支援セン
ター

毎月第4土曜
11：00～14：00

3 楽しい放課後　心
特定非営利活動法人　宅老
所心

H30 かやぶき心
第2・4木曜日
16：30～19：00

4 緑のはらぺっこ食堂 I.キャンバス H30 常盤まちづくりセンター
月1回　土曜日
10：00～15:00

5 大路みんなのカレー食堂 株式会社すずらんの郷 R1
小規模多機能事業所
デイサロンすずらん

毎月第３土曜日
12：00～14：00

○草津市

○近江八幡市



6 おいで子ども食堂
特定非営利活動法人ＮＰＯ
子どもネットワークセンター
天気村

R1
デイサービスてるてる
元町

毎月第2日曜日
11：00～14：00
（Ｒ1．９月スタート）

7 やんちゃ寺食堂
特定非営利活動法人やん
ちゃ寺

R1 遍照寺 月1回　第3土曜日11：30～

8
なかよし広場+にこにこレスト
ラン

矢倉学区社会福祉協議会 R2 yagura R２年度は３～４回

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 地域交流スペース　かりん NPO法人 スペースウィン H27 喫茶かりん
月2回実施
（毎月第2・4金曜日）

2 子ども食堂ひがしっこ 吉身東町自治会 H28 吉身町自治会館
毎月第2土曜日
12:00～15:00

3 美崎つくし 美崎つくし H29 美崎自治会館 2ヵ月に1回

4 宇宙庵（ソラアン） そば宇宙 H29
すこやかセンター2F　栄
養指導室等

第3土曜日
11：30～13：00（年間5回）

5 子ども食堂スマイルシード スマイルシード H29
滋賀県立小児保健医療
センター

第4土曜日（7、11、1月を除
く）
9:00～16:00

6 ふらっと ふれあい食堂 ふらっと ふれあい食堂 H30.3
多世代交流施設「ふ
らっと」

17日で土・日の月に開催
（年4～5回）

7 今浜ハッピーレストラン 今浜自治会 H29 今浜農業研修センター 長期休暇期間(春・夏・冬)

8 ネオベラ食堂 ネオべラヴィータ守山自治会 H30
自治会第２集会所とそ
の周りの公園

Ｒ1年度予定：
5/19、7/26、8/23、10月、3
月

9 たまつっこ食堂 たまつっこ食堂 R2 玉津会館 2ヶ月に1回程度

10 共生キッチンオリーブの実 NPO法人オリーブの実 R3
NPO法人オリーブの実
地域交流室

11 子ども食堂あおぞら 子ども食堂あおぞら R4
もりやまエコパーク交流
拠点施設

毎月第２土曜日11:30～
14:30

12 NORAわくわく食育子ども食堂 NORA R4
守山市図書館内カフェ
Gankodo

２か月に１回程度

○守山市



食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 はるにし子どもカレー食堂
はるにし子どもカレー食堂運
営委員会（治田西学区民児
協）

H27 ゆうあいの家
毎月第3金曜
17：30～19：30

2 子ども食堂Ｒ北尾 子ども食堂Ｒ北尾 H28
栗東市小野北尾団地自
治会館

毎月1回
基本第2土曜

3 栗東ＢＢＳ　子ども食堂 栗東市ＢＢＳ会 H28
コミュニティセンター治
田

毎月1回（基本第３水曜）
17：00～19：00

4
にじの家サロンこども食堂＆
寺子屋

しが健康医療生活協同組合 H28 にじの家サロン
毎月第3土曜（10：00～14：
00）、長期休み別途開催

5 花明かり食堂 花明かり食堂 H28
ウイングプラザ2階「花
明かり」内

毎月最終火曜
18：00～19：30

6 はるひが　キッズカフェ はるひが　キッズカフェ H30
コミュニティセンター治
田東、地域の自治会館

2ヶ月に1回（第4土曜）
11：00～14：00

7 子ども食堂ＣＯＣＯ 子ども食堂ＣＯＣＯ R2
小規模多機能ホーム
志

毎月第４日曜日　11:30～
14:30

8 ママ’ｓキッチン子供食堂 ママ’ｓキッチン子供食堂 R2 ママ’ｓキッチン 毎週土曜日

9 ３丁目の“らふ” ３丁目のらふの会 R3 あうんケア手原 月１回

10 ふらっと 子ども食堂 ふらっと Ritto R4
コミュニティセンター治
田東

毎月第４水曜日　16:30～
19:30

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 「夢の学習」料理教室 水口
特定非営利活動法人　地域
で創る土曜日　夢の学習

H28
水口中央公民館、綾野
小学校の家庭科室

年間20回（土曜日午前中）

2 かしわぎ☆わいわい食堂 柏木地区地域福祉協議会 H28
柏木公民館（柏木市民
センター）

毎月第3土曜日
10：15～12：30

3 てるてるぼうず てるてるぼうず H28
フリースペース
KANAME

年間10回

4 たんぽぽ食堂 伴谷たんぽぽの会 H28 伴谷公民館
毎月第3土曜日
9：30～13:00

5 あやの子ども食堂
綾野自治振興会
（綾野学区まちづくり協議会）

H28
あやのみんなの居場所
内

毎月第4土曜
11：00～14：00

6 アモーレ子ども食堂 アモーレ子ども食堂 H28 虫生野会館
毎月1回 第3土曜日
11：00～13：00

7 「夢の学習」料理教室 信楽
特定非営利活動法人　地域
で創る土曜日　夢の学習

H29
甲賀市信楽町内公民
館、町内小学校

随時実施し、年間12回以上
を予定(土曜 午前中)

8 「夢の学習」料理教室 甲南
特定非営利活動法人　地域
で創る土曜日　夢の学習

H29
甲賀市甲南町内公民
館、町内小学校

随時実施し、年間12回以上
を予定(土曜 午前中)

○甲賀市

○栗東市



9 宇川みんなのはなまる食堂 宇川みんなのはなまる食堂 H29 宇川会議所・宇川会館 月１回（年7～8回）

10 smile door smile door H29
貴生川公民館、ボラン
ティア広場「ミモザの広
場」

毎月第2土曜日
11：00～13：00

11 ふか輪っ子 ふか輪っ子 H30 深川公民館、自治会館
夏季休業３日、冬季・春季休
業に何日か+土日に随時

12 スマイル甲賀　大原っ子 スマイル甲賀 H30
甲賀市営住宅大原団地
集会所

毎月最終月曜日
18：00～20：00
※祝祭日の場合は前週月曜

13 「夢の学習」料理教室　土山
特定非営利活動法人　地域
で創る土曜日　夢の学習

H30
甲賀市　土山開発セン
ター、土山町各公民館、小
学校調理室（交渉中）

随時開催予定
（土曜日 午前中）

14 「夢の学習」料理教室　甲賀
特定非営利活動法人　地域
で創る土曜日　夢の学習

H30
甲賀市甲賀町　各公民
館、小学校調理室（交渉
中）

随時開催予定
（土曜日 午前中）
9：00～12：00

15 いろどり食堂 いろどり食堂 H30 岩上公民館
毎月１回火曜日
18:00～19:30

16 こども食堂サボテン こども食堂サボテン H30
牛飼公民館・貴生川公
民館

奇数月第2土曜日
11：00～13：00

17
みんなの食堂　ひとやすみ♬
ひとやすみ

みんなの食堂　ひとやすみ♬
ひとやすみ

H30 名坂公民館
１、２ヶ月に１回（土曜日）
11：00～14：00

18 おいで！そまっ子
おいで！そまっ子運営委員
会

R1 杉谷公民館
8/19（月）、8/26（月）
9：30～13：00
３回目以降は運営委員会で決定

19 みんなの食堂 気まぐれ隊 R2 自治会館 不定期

20 大丈夫食堂 大丈夫をみつけよう R3 江田福祉会館 毎月第３金曜日15:00～18:00

21 赤い屋根 鹿深村塾 R2 赤い屋根 毎月第４土曜日　11時～14時

22 にん（忍）＊にん（人）広場 にん（忍）＊にん（人）広場 R4 竜法師公民館 毎月第１日曜日

23 ミハルカス ミハルカス R4
ミハルカス（旧山内保育
園）

営業日に不定期開催（水曜、日曜）

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 ふたば・あすなろ食堂
ふたば・あすなろ学級保護者
会

H27
野洲市市民交流セン
ター

毎月第3金曜

2 ちゅうずこども食堂
ちゅうずこども食堂運営委員
会

H28
コミュニティセンターな
かさと

月１回程度

3 和田子ども食堂 和田保護者会 H29
野洲市人権センター調
理室・学習室・児童館・
多目的室

毎月第4金曜日
18：30～

4 びちよ ほんわか食堂 びちよ　ほんわか食堂 R3 天理教琵千代分教会 月１回

○野洲市



食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 にぎわい広場
石部南学区まちづくり協議会
にぎわい広場部会

H28
石部南まちづくりセン
ター

毎月最終土曜11：30～12：
30

2 菩提寺「すくすく食堂」 菩提寺まちづくり協議会 H29
菩提寺まちづくりセン
ター

毎月第3土曜日
11：00～14：00

3 ふく福ランチ ふく福ランチ H30
西福寺・石部東3組集会
所

毎月第4土曜日

4 ひまわり教室 ひまわり教室 R2
柑子袋まちづくりセン
ター

毎週金曜日　18:30～20:00

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 縁と絆　百円食堂 縁と絆　百円食堂 H29

2 わつなぎ食堂 わつなぎの会 H29 自宅及び事務所
毎月第4土曜日
10：30～15：15

3 新旭子ども食堂 新旭住民福祉協議会 H29 杉の木会館
毎月第2土曜日
11:00～14:00

4 安曇川ふれあい子ども食堂 安曇川住民福祉ネットワーク H29
安曇川ふれあいセン
ター

毎月第3土曜
11：00～14：00

5 新旭駅前ふれあい食堂
新旭駅前ふれあい食堂実行
委員会

H30
新旭駅前西ショッピング
センターエスパ

毎月第4日曜　12:00～15:00

6 セカンドホーム「未来」
児童育成支援の会
セカンドホーム未来

H30
今津あいあいタウン地
域交流センター

原則として毎月最終土曜日

7 まちあかりこども食堂
高島住民福祉ネットワーク会
議

H30
お休み処　まちあかり
民家をお借りした住民福
祉協議会の活動拠点

毎月第3土曜日（11：30～
13：30）

8 ぬくもり食堂
マキノぬくもり福祉ネットワー
ク

R4
マキノ土に学ぶ里研修セ
ンター

毎月第3土曜日11：00～
14:00

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 八日市おかえり食堂 おてんとさん H28 太子ホール
毎月1回（土）11：00～15：00
毎月3回（火木金）19：00～
20：30

2 子ども食堂　あじと 子ども食堂　あじと H28 民家 月１回15：30～18：30

3 子どもカフェ　あおぞら 子どもカフェ　あおぞら H28
南部コミュニティセン
ター

奇数月の第2土曜
11：00～14：00

4 あじさい食堂 NPOこもれ日小田苅家 H29 こもれ日小田苅家
毎月第2水曜
16：00～19：00

5 こがも食堂
一般社団法人　がもう夢工
房

H29
CO-GAMO CAFÉ
 （コガモカフェ：コミュニ
ティカフェ）

○湖南市

○高島市

○東近江市



6 てんびんの里みなみ
社会福祉法人グロー
社会福祉法人六心会

H29
養護老人ホームきぬが
さ　集会室

毎月第3金曜
16：30～19：00

7 かふぇ和（わっか） おかげSUNのとが和 H29
能登川コミュニティセン
ター

毎月1回第４日曜日
10：30～14：30

8 なかのごはん 中野地区まちづくり協議会 R2
偶数月　中野コミセン
奇数月　中野ヴィレッジ
ハウス

偶数月　第２水曜日放課後
15:00～日没１時間前くらい
奇数月　第１日曜日11:30～
15:00

9 おたがいさまkids食堂 暮らしの寺子屋 R3
永源寺コミュニティセン
ター

毎月第２金曜日　１７時～２０時

10 愛東え～し～ぴ～キッチン 愛東え～し～ぴ～キッチン R3
愛東え～し～ぴ～キッ
チン

第１日曜日

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 まあるい食堂
特定非営利活動法人　わっ
か

H27 米原市内古民家
毎週月・金曜　　17：00～20：
00　第２・４日曜10：00～15：
00

2
湖北子ども食堂「Ｌｉａｉｓｏｎ（リ
エゾン）」

NPO法人Ｔａｋｅ－Ｌｉａｉｓｏｎ H28
ウェルカム倉庫「ちこま
ち」

毎月第2.4水曜
16：30～19：30

3 大野木子ども食堂
一般社団法人 大野木長寿
村まちづくり会

H28
たまり場　よりどころ（大
野木長寿村まちづくり
会社の活動拠点）

毎週土曜日

4 柏原こども食堂
社会福祉法人 柏葉会　柏原
保育園

H28
社会福祉法人柏葉会・
柏原保育園

月1回　金曜日（17：00～19：
00）または土曜日（11：00～
13：00）

5 KIDSレストラン　虹
KIDSレストラン虹
ボランティア運営委員会

H29 担当者宅１F
毎月第4日曜日
11:00～14:00

6 子ども食堂ひよっこ ひよっこ H29 飯会館 月1回

7 冒険遊び場あじっこパーク 任意団体　あじっこ H29
米原市大野木の空き地
で行われるプレーパー
クの会場内

毎月1回日曜
10：00～17：00

8 ばんばじゅく ばんばじゅく H31 東番場公民館

毎週土曜日
 17：30-18：30 (勉強)
毎月第４土曜日
 17：30-19：30 (ごはん込)

9 こすもす　こむすびカフェ コスモスの会 R3 CAFÉ＆居場所こすもす 毎月月末　10:00～13:00

○米原市



食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 ピースこども食堂 NPO法人 スープル H28 青年の居場所ピース
毎月第3木曜
17：00～19：30

2
日野こども食堂　ひまわりカ
フェ

日野こども食堂 H28 日野公民館 月1回　土・日

3 寺子屋食堂
一般社団法人 こそだてが
めっちゃたのしくなる会

H28
日野町ファミリーサポー
トセンター

長期休暇中3～5日間と金曜
夕方

4 ひの小さな食堂 da-na R3 da-na
月１回　年１２回（第２月曜
日　１１：００～１５：００）

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 西山子ども食堂　あかね
西山ボランティアグループあ
かね

H29 西山公民館
毎月第1土曜日
10：00～13：30

2 りんりんJBC食堂 りんりんちょボラ H29 ひだまり学舎
月1回
各学期の始業式、終業式プ
ラスα

3 がもう子ども食堂まんぷく がもう子ども食堂まんぷく R3 天理教蒲生大協会
毎月第２もしくは第３の土曜
日か日曜日　11時～13時

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 とよくに子ども食堂 とよくに子ども食堂 H28 東円堂草の根ハウス 長期休みを中心に計画

2 島川ふれあい広場 島川ふれあい広場 H28 島川農業者集会所
長期休み（春・夏・冬）
10：00～14：00

3 西出こども食堂 西出こども食堂 H29 西出公民館、寶憧寺
Ｈ30年度実績：4/2、5/12・
19、7/30、8/25、11/8・25、
12/27

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 豊かな郷子ども食堂 豊かな郷子ども食堂 H29 豊郷町隣保館
長期休暇（春休み・夏休み・冬
休み）期間中週１回実施
毎月第4水曜日　8:30～14:00

2 満ち家食堂
NPO法人 とよさとまちづくり
委員会

H30
満ち家、宅老所「いそべ
邸」

3 きょうやん食堂
NPO法人 とよさとまちづくり
委員会

H30 きょうやん 月１回程度　10:00～16:00

食堂名 団体名 開設年 会場名 開催日時

1 ぷくぷく食堂
甲良町子ども食堂運営委員
会

H29 地域の公共施設
毎月第3金曜日
17：00～19：00

○愛荘町

○甲良町

○豊郷町

○日野町

○竜王町


