行ってみよう！

足立区の子ども食堂は…
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も提供する場です。

あなたも子ども食堂に
参加してみませんか？

子ども食堂を
応援してくれる方
募集中！

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。

各子ども食堂へ
お問い合わせください。

「忙しくて食事の支度が大変」
「誰かとお話しながら食事がしたい」など、

ちょっと興味がわいてきたら、
お近くの子ども食堂に行ってみませんか？

フードパントリーとは・・・

開催日、開催場所等は各団体にお問合せください。

ドリーム

夢ぽけっと

経済的困窮等により、食糧支援を必要としている
個人・家族に直接、食品を提供する活動です。

対象者：ひとり親家庭、独居高齢者など経済的な理由で食の支援を必要とする方
担当者：宮本
連絡先：０９０－３８１１－０６１８

one.seed.pocket.2020.06@gmail.com

Ohana
パントリー

対象者：シングルマザー
担当者：三浦

千住フード
パントリー

対象者：ひとり親、障がい者など経済的に厳しい方で、食の支援を必要とする方
担当者：藤平

ベジモア
プライベート
パントリー

対象者：ひとり親家庭
担当者：高橋

綾瀬
パントリー

対象者：ひとり親家庭
担当者：今井

連絡先：０３－５８８８－６９４３ ／ https://line.me/R/ti/p/@wzz5991n

連絡先：０９０－８８０６－８７１６ ／ tomonitsukurukai.tokyo@gmail.com

連絡先：０５０－５３７５－５４６６ ／ https://lin.ee/A2RcEZi

連絡先：０９０－３９６５－７５８２ ／ imai@kidsdoor.net

北西
エリア

南西
エリア

千住
エリア

2020年7月版
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千住
エリア

南東
エリア

足立区 政策経営部 総合事業調整担当課作成

にしいこう子どもひろば

あだち子ども食堂
・開催場所 ：東伊興住区センター
（足立区東伊興1-5-22）
・開催日
：月２回 第２・第４水曜日 １７：００～１９：００
・料金
：子ども無料、大人３００円
・対象
：子ども（高校生まで）、保護者、
高齢者
※事前予約制（定員２０名）
・連絡先
：090-2313-2884（長場）

sanx2road@gmail.com

・開催場所 ：伊興地域学習センター
（足立区伊興2-4-22）
・開催日
：不定期開催
（開催告知
https://m.facebook.com/nishiikokodomo）
・料金
：子ども無料、１８歳以上１００円
・対象
：居場所に来る子ども、保護者
（未就学の場合、保護者同伴のこと）
※事前予約制（定員１５名）
・連絡先

infoadachi@afolweb.org
（ＮＰＯ法人アフォール）

こども食堂

舎人

竹ノ塚

日
光
街
道

谷在家
六町
西新井
大師西

大師前
江北

梅島

環状七号線

かむかむごはん

・開催場所 ：押皿谷住区センター ３階
（足立区鹿浜8-27-15）
足立邦栄会 特養さくら
（足立区皿沼2-8-8）
・開催日
：月２回 ※小学校休業期間は別途開催
木曜日 １８：００～２０：００（押皿谷）
土曜日 １３：００～１５：００（さくらランチ）
・料金
：子ども無料、大人３００円
高齢者１００円
・対象
：地域の小中高生、保護者
※大人のみの参加不可
※事前予約制（定員２０名）
・連絡先
：090-3811-0618（宮本）

one.seed.pocket.2020.06@gmail.com

こども食堂 「３つの木」
・開催場所 ：天理教東王子分教会
（足立区西新井本町2-24-27）
・開催日
：月１回 金曜日 １７：３０～２０：００
・料金
： 未就学児無料・小学生１０円
中学生５０円・高校生１００円
大人３００円
・対象
：だれでも（大人のみも可）
※当日参加（先着６０名）
事前予約も可
・連絡先
：03-3890-6442（倉橋）

あだち子ども食堂

・開催場所 ：ギャラクシティ
１階ものづくりガレージ
（足立区栗原1-3-1）
・開催日
：月２回 第１・第３月曜日
１７：３０～１９：３０
・料金
：こども無料、大人３００円
・対象
：子ども（高校生まで）、保護者
※事前予約制（定員４０名）
・連絡先
：080-7000-7380（たべるば）

adachitaberuba@gmail.com

あ★だちっこキッチン
・開催場所 ：サンライズハウス101号室
（足立区西新井栄町1-10-6）
・開催日
：月１回 第２日曜日
１１：００～１４：００
・料金
：子ども１００円、大人３００円
※子どもはお手伝いで無料
・対象
：地域の子ども、 保護者
※事前予約制（定員１５名）
・連絡先
：090-5500-2951（あ★だちっこハウス

実行委員会

吉友）

a.dachikko.house.ec@gmail.com
地域の子どもたちの食事会

親子食堂
・開催場所 ：Ｏｈａｎａダイニング
（足立区梅島3-4-8
うめじまＫＳビル２階）
・開催日
：月１回 第４土曜日 １２：００～１４：００
・料金
：子ども１００円、大人２００円
・対象
：地域住民（高齢者、子どもと保護者、
シングルマザー、障がい者）
※事前予約制（定員３０名）
・連絡先
：03-3890-1511
（足立活き活き会事務局）

亀有

たべるば

じぃじハウス・ばぁばキッチン
・開催場所 ：うめだ・あけぼの学園隣
ハイドリッヒ神父記念館４階
（足立区梅田7-12-15）
・開催日
：毎週水曜日 １６：００～１９：００
毎月第２土曜日 正午～１５：００
・料金
：子ども１００円、大人３００円
・対象
：高校生までの子ども、保護者
※当日参加（定員１５名）
・連絡先
：090-4736-2141

（社会福祉法人からしだね 春見）

綾瀬

北千住

ご注意ください！

子ども食堂たんぽぽ
・開催場所 ：太田ビル１階
（足立区千住大川町36-13）
・開催日
：月１回 第４土曜日 １１：００～１４：００
・料金
：子ども無料、大人３００円
・対象
：地域の子ども、住民
※当日参加
・連絡先
：03-3870-2034

（ＮＰＯ法人たんぽぽ会）

こども食堂ひよこ
・開催場所 ：アーバンクラッシーハイツ200
（足立区足立3-19-9）
・開催日
：月２回 第１・３火曜日 １６：００～１９：００
・料金
：子ども無料、高校生以上１００円
・対象
：子ども、保護者
※事前予約制（定員３０名）
・連絡先
：070-3351-8215（三田）

注１）新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日や
会場は変更になる場合があります。
予約制でない場合でも、事前のご確認をお願いしま
す。
注２）掲載希望のあった子ども食堂のみを表示しています。
足立区内全ての子ども食堂を表示するものではあり
ません。

北千住やさい子ども食堂＋
千住すてっぷセカンド
・開催場所 ：ベジモアキッチン
（足立区千住旭町36-5）
・開催日
：月１回 水曜日 １７：００～１８：００
※その他不定期開催もあり
詳細はホームページにて通知
・料金
：子ども３００円、大人５００円
※ひとり親家庭無料
・対象
：子ども、ひとり親家庭親子、三世代
※事前予約制（定員１５名）
・連絡先
：050-5375-5466（高橋）

vegemore@vegemore.jp

hiyokosyokudou@softbank.ne.jp

ちびっこどんぶりの日
東綾瀬子ども食堂
・開催場所 ：綾瀬東部教会 ２階
（足立区東綾瀬1-23-9）
・開催日
：月１回 第２金曜日 １７：３０～１９：３０
・料金
：子ども１００円、大人３００円
・対象
：だれでも（大人のみも可）
※事前予約制（定員３０名）
・連絡先
：03-3629-7193（大嶋）

・開催場所 ：地域交流スペース「かどっこカフェ」
（足立区一ツ家2-4-3）
・開催日
：月１回 第４土曜日 １７：３０～１９：００
・料金
：中学生以下無料、高校生以上３００円
・対象
：だれでも（大人のみも可）
※事前予約制（定員３０名）
・連絡先
：03-5856-5722 FAX：03-5856-5782

（スマイル・エイジングパートナー）

