あだちの

問い合わせ先

あだち
子ども食堂

会場： 東伊興1‑5‑22 東伊興住区センター
連絡先： sanx2road@gmail.com ＦＡＸ：03‑3855‑8351

北西
エリア

こども食堂
いちか

会場： 鹿浜8‑27‑15 押皿谷住区センター３階 （ランチは別会場の場合あり）
連絡先： akihiko.miyamoto7@ezweb.ne.jp （いちかポケットの会 宮本）

北西
エリア

会場： 西伊興1‑12‑12 西伊興住区センター
連絡先 ： infoadachi@afolweb.org （ＮＰＯ法人アフォール）

北西
エリア

会場： 栗原1‑3‑1 ギャラクシティ こども未来創造館 １階ものづくりガレージ
連絡先 ： adachitaberuba@gmail.com （川野）

北西
エリア

こども食堂
「３つの木」

会場： 西新井本町2‑24‑27
連絡先： 03‑3890‑6442 （天理教東王子分教会 倉橋）

南西
エリア

親子食堂

会場： 梅田5‑28‑14 バンビ保育園
連絡先 ： 03‑3890‑1511 （足立活き活き会事務局 小田部）

南西
エリア

おうちごはん

会場： 江北1‑31‑29 ラフォーレ江北102
連絡先 ： Miraihouse.adachi@gmail.com （みらいハウス）

南西
エリア

あ★だちっこ
キッチン

会場： 西新井栄町1‑10‑6 サンライズハウス101号室
連絡先 ：a.adachikko.house.ec@gmail.com（あだちっこﾊｳｽ実行委員会 吉友）

南西
エリア

じぃじハウス・
ばぁばキッチン

会場： 梅田7‑12‑15 うめだ・あけぼの学園隣ハイドリッヒ神父記念館４階
連絡先 ： 090‑4736‑2141 （社会福祉法人からしだね 春見）

南西
エリア

仲町ゆめ食堂

会場： 千住仲町49‑11 メゾン・ド・メルシー２階
連絡先 ： toki815@green.ocn.ne.jp TEL ： 090‑2630‑4217 （西田）

にしいこう
子どもひろば
あだち子ども食堂
たべるば

１０１０
キッズ食堂

千住
エリア

会場： 千住関屋町13‑3 千住キリスト教会1階
連絡先 ： 080‑5411‑3415 （ツイシュ）

千住
エリア

会場： 千住旭町36‑5
連絡先 ： vegemore@vegemore.jp （ベジモア食育協会 高橋）

千住
エリア

子ども食堂
たんぽぽ

会場： 千住大川町36‑13 太田ビル1階
連絡先： 03‑3870‑2034 （ＮＰＯ法人たんぽぽ会）

千住
エリア

東綾瀬
こども食堂

会場： 東綾瀬1‑23‑9 綾瀬東部教会2階
連絡先 ： huniu850@yahoo.co.jp （糸井）

南東
エリア

あやせ
もりのひろば

会場： 綾瀬7‑2‑5 綾瀬あかしあ園１階
連絡先 ： 03‑5682‑7272 ＦＡＸ 03‑5682‑1003
( あやせもりのひろば事務局 中村・竹原）

南東
エリア

ちびっこ
どんぶりの日

会場： 一ツ家2‑4‑3
連絡先 ： 03‑5856‑5722 （スマイル・エイジングパートナー）

北東
エリア

会場： 要問合せ ※開催日前に場所をご確認ください。
連絡先 ： pikamama0923@gmail.com （ がきんちょ ファミリー 大山）

北東
エリア

北千住やさい
子ども食堂

がきんちょ
地域食堂

子ども食堂を応援してくれる方募集中！
（各子ども食堂へお問い合わせください。）

行ってみよう！

♪あだち♪

２０１9年7月版
（2019年7月1日更新）

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。
「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？

足立区 政策経営部 総合事業調整担当課作成

北西

あだち子ども食堂

①

・月２回第２・第４水曜日

こども食堂 いちか

北西

・月１回木曜日 １７：００〜１９：００

♪あ だ ち♪２０１9年7月版

②

不定期土曜日 １２：００〜１５：００

１７：００〜１９：００

・料金：子ども無料、大人３００円

・料金：子ども無料、大人３００円

・対象：地域の小中高生、保護者

・対象：子ども（高校生まで）、保護者、高齢者

北東エリア

※大人のみの参加不可

・事前予約制（定員３５名）

⑯・⑰

・事前予約制（定員２０名）

北西エリア

にしいこう子どもひろば
・月１回土曜日 ９時集合

北西

北西

③

食事は１１：３０〜１２：３０

あだち子ども食堂

たべるば

①〜④

④

・月２回 第１・第３月曜日 １７：３０〜１９：３０

・料金：中学生以下無料、

・料金：こども無料、保護者３００円

高校生以上１００円

・対象：子ども（高校生まで）、保護者

・対象：居場所に来る子ども、保護者

・事前予約制（定員４０名）

（未就学の場合、保護者同伴のこと）
・事前予約制（定員２０名）

こども食堂 「３つの木」

南西

⑤

・月１回金曜日又は祭日の前日 １７：３０〜２０：００

・月１回 第３日曜日 １３：００〜１５：００

⑤〜⑨

⑥

・料金：子ども１００円、大人２００円

・料金： 未就学児無料・小学生１０円・中学生５０円

南東エリア
千住エリア

⑭・⑮

・対象：居場所活動に参加する子どもと

高校生１００円、大人３００円

⑪〜⑬

保護者、高齢者

※当日お金を持ってこられない子どもは次回の支払いでも可

・事前予約制（定員３０名）

・対象：だれでも（大人のみも可）
・当日参加（先着３０名）・事前予約も可

あ★だちっこキッチン
おうちごはん

南西エリア

南西

親子食堂

南西

北東

ちびっこどんぶりの日

南西

⑧

⑯

・月１回 第４土曜日 １７：３０〜１９：００

がきんちょ 地域食堂
・月1回 不定期 １７：３０〜１９：００

・月１回 第２日曜日 １１：００〜１４：００

・料金：中学生以下無料、高校生以上３００円

・料金：子ども無料、大人２００円

・料金：子ども１００円、大人３００円

・対象：だれでも（大人のみも可）

・対象：だれでも（大人のみも可）

・料金：中学生未満無料、大人５００円

・対象：居場所活動に来る子ども、 保護者

・当日参加（定員３０名）事前予約も可

・事前予約制（先着３０名）

・対象：子ども、未就学児のいる女性、

・できれば事前連絡（定員２５名）

・月１回 水曜日 １１：００〜１３：００

⑦

そのほかだれでも

北東

⑰

南東

・当日参加（定員５組１０名）

仲町ゆめ食堂
地域の子どもたちの食事会

南西

じぃじハウス・ばぁばキッチン

⑨

・毎週水曜日 １６：００〜１９：００
・毎月第２土曜日 正午〜１５：００

千住

⑩

１０１０キッズ食堂

千住

⑪

・月１回 第３金曜日 １７：３０〜１９：３０

・料金：子ども１００円、大人３００円

・料金：子ども無料、大人３００円

・料金：子ども１００円、大人２００円

・対象：だれでも（大人のみも可）

・対象：だれでも （ただし子ども優先)

・対象： だれでも（大人のみも可）

・事前予約制（定員３０名）

・当日参加（定員３０名）

・当日参加（定員４０名）

（乳幼児は保護者の付き添い）
・当日参加（定員２０名）

北千住やさい子ども食堂
・月１回 第４火曜日 １７：００〜１８：３０
・料金：子ども１００円、大人５００円

注１）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。

親子で参加の場合は５００円
・対象：子ども、親子
・事前予約制（定員１５名）

千住

⑫

子ども食堂たんぽぽ

千住

⑬

⑭

・月１回 第２金曜日 １７：３０〜１９：３０

・毎週月曜日 １６：００〜１９：００

・料金：子ども１００円、大人３００円
・対象：中学生くらいまでの子ども

東綾瀬こども食堂

子ども〜大人の地域食堂

あやせもりのひろば

南東

⑮

・月１回 第４土曜日 １１：００〜１４：００

・月１回 火曜日 １７：３０〜１９：００（受付１７：００〜）

・料金：子ども無料、大人３００円

・料金：高校生以下無料、大人３００円

・対象：中学生以下の子ども、高齢者

・対象：子どもとその家族、障がい者、

・当日参加（定員５０名）

高齢者など
・事前予約制（定員４０名）

