
令和3年度

＜コロナ禍版＞

※この情報は、コロナ禍での活動になります。
状況により活動内容を変更する場合がございます。
詳しくは、各子ども食堂または世田谷区社会福祉協議会までご連絡ください。



＜世田谷地域＞

せたがや子どもバル・虹

開催日時
月2回木曜日 16：00～19：00（区の広報板・
SNSで「せたがや子どもバル虹」で検索してくだ
さい。

開催場所

①レストラン＆バーBUSHMAN(太子堂1-14-
14）
②イタリアンレストランイルピアットカチャトラ （下
馬2-14-12）

活動内容

①子どもカレー＆ごはん、おかず2～3品、デザー
ト
②シェフのパスタ、おかず、デザート ①②共にお
弁当の持ち帰り

参加費
子ども（中学生以下）無料
付き添いの大人（１食）300円

参加申込方法

事前予約は不要。当日会場での受付にて名前・
電話番号を記入
※新規の方は簡単な申込書を記入していただき
ます。

連絡先
kodomobaru@gmail.com
090-8349-1971(大内)

参加される方へ
のメッセージ

・来場の際には必ずマスクの着用をお願いいた
します。
・混雑でお待ちいただく場合や駐輪場所は、当日
のスタッフの誘導に従ってください。行列時の
ソーシャルディスタンスのご協力と、近隣へのご
配慮をお願いいたします。
・エコバック持参にご協力ください。

さくら通りこども食堂アドシュガー
開催日時 毎月1回（開催日は不定期）

開催場所 世田谷地区会館（世田谷2-25-10）

活動内容
お弁当配布（ひとり親、共働き、コロナ減収家庭
の小中学生対象）
※通常の会食形式は休止しています。

参加費 無料

参加申込方法
Facebookに日程を
掲載します。(下記へ連絡)

連絡先 Sakurakodomosyokudo@gmail.com

参加される方
へのメッセージ

対面でみんなでごはんを食べることは、まだでき
ませんが、お弁当をお渡しする時に、みなさんの
笑顔にお会いできるのを楽しみにしています。

こども食堂HUGME project

開催日時
毎月１回 開催日は不定期
（SNSでご確認ください）

開催場所 どんたく 三軒茶屋（太子堂5-1-14）

活動内容 お弁当と飲み物の配布（150～200食）

参加費 子ども 無料 大人 500円

参加申込方法 当日受付。先着順で、なくなり次第終了

連絡先
HUG ME project HP   
https：//ｗｗｗ.hugme-project.com

参加される方へ
のメッセージ

心を込めた手作りごはんをお届けします。

若林子ども食堂みのり
開催日時 毎月第1日曜日 15：00～17：00

開催場所
みのりの庭世田谷 (デイサービス)
（若林3-35-14）

活動内容 食材・衛生用品・お楽しみグッズなどを配布

参加費 無料

参加申込方法
前週金曜日までにメールまたはFacebookメッ
センジャーにて申込み

連絡先
kodomosyokudou.minori0023@gmail.c
om
03-5787-8018（みのりの庭内 丸山）

参加される方へ
のメッセージ

地域の皆さまよりご寄付いただいた品を中心に
お配りしております。密を避けるため30分づつ
時間帯を分けご予約いただいております。

子ども食堂とは?

共働き家庭やひとり親家庭などで
遅くまでひとりで過ごす子どもたち
の「孤食」、経済的理由による

「欠食」などを少しでも減らすため、
無料または安価な料金で食事の
提供等を行う地域活動です。

若林子ども食堂みのり さくら通りこども食堂アドシュガー せたがや子どもバル・虹



笑顔さく街キッチン さくみん食堂

開催日時 毎月第3金曜日17：30～18：00

開催場所 桜丘区民センター(桜丘5-14-1）

活動内容
レトルト食品などの配布
※通常の会食は休止中

参加費
子ども 無料
大人 300円

参加申込方法
桜丘区民センターにのぼり・ポスターにて公示
区民センター事務局窓口で用紙に記入し申し込
み

連絡先 080-5414-5378（熊谷）

参加される方へ
のメッセージ

コロナ禍の現在は開催が変動的になっているの
で、のぼりやポスターを参考にしてください。

おしゃべりブロッコリー

ひまわりキッズ

開催日時 毎月第４水曜日 17：00～19：00

開催場所 野沢地区会館（野沢1-8-14）

活動内容
カレーライス（テイクアウト）
※通常の会食形式は休止しています。

参加費 無料

参加申込方法 なし

連絡先
野沢一丁目明朗会・明寿会
03-3421-8720（齋藤久代）

参加される方へ
のメッセージ

・近隣に迷惑にならない様にご注意ください。
・自転車等の来訪はお断りしております。
・アレルギー対応はしておりません

みんなでごはん

開催日時 学校がある月曜日と木曜日 16：30～19：00

開催場所
会場名：スタジオジェイド(経堂3丁目)
詳細はお申込み後にお知らせします。

活動内容
会食は人数を減らして活動中。持ち帰りも対応し
ています。

参加費 1人 350円

参加申込方法
事前メール申込、アレルギーや好き嫌いなど、お
話させていただきたいので、一度下記へメールを
ください。

連絡先
hisakonino@gmail.com
080-4004-1350(杉山)

参加される方へ
のメッセージ

・食事の提供だけでなく、コミュニケーションを大
事に活動しています。仕事やコロナ禍で疲れて
しまった時は是非ごはんを作るのは、こちらに任
せて、子どもとおしゃべりをしてはいかがでしょう
か。
・国産材料にできるだけこだわり、安心安全な食
事を提供できるように努力しています。

みんなでごはん

おしゃべりブロッコリー

開催日時 毎月第3金曜日 15：30～16：30

開催場所 上町まちづくりセンター3階(世田谷1-23-5)

活動内容
食材の配食※通常の会食形式は中止しています
ごはん、おかず、スープ、ドリンク、お菓子のセット

参加費 無料

参加申込方法 なし

連絡先 080-1151-9509（藤田）

参加される方へ
のメッセージ

・感染予防に十分配慮しながら活動しています。
・カレーライスとスープ、季節のデザートを皆さん
に召し上がっていただける日が一日も早く実現
しますように、願っています。

ひまわりキッズ



子ども食堂ウェーブ

開催日時 毎月第1・3水曜日 17：00～19：00

開催場所 地域サロン「オアシス」（駒沢2-21-7）

活動内容
現在は、お弁当配布を中心に活動
※予約制で時間をずらして会食を実施。

参加費 子ども（高校生まで）100円/大人 300円

参加申込方法

前日の17時までに電話かメールでお申込みくだ
さい。
お名前、連絡先、参加人数、お子さんの年齢をお
知らせ願います。

連絡先
wave_setagaya@yahoo.co.jp
070-6478-7783（佐光）

参加される方へ
のメッセージ

・ひとり親家庭を対象としています。
・たまにはホッとしたり、話をしたりできる場になる
と良いと思っています。一緒に踏ん張りながら相
談や情報提供も出来たらと思います。
少しでも健やかで穏やかな日を過ごせますよう
に。

きしょうこども食堂

開催日時
月２回平日不定期開催 1７：30～1８：30
（詳細はホームページをご覧ください）

開催場所 きしょうこども食堂（八木宅）（駒沢1-15-8）

活動内容
心を込めてお作りした手作りお弁当を配布してお
ります。企業様や個人様からのご寄付の品を、毎
回お土産として併せてお渡ししております。

参加費 1食200円（どなたでもご参加OKです）

参加申込方法

公式LINEやホームページ、SNS、メール、電話な
どから申込可能です。予約の際は、【お名前、連絡
先、個数、受取希望時間】をお知らせください。
※お仕事などで時間外受取希望の場合はご相談
ください。予約は、開催日前日の正午迄にお願い
します。

連絡先

LINE    ホームページ インスタグラム メール

電話03-3421-3960（八木）

参加される方
へのメッセージ

・コロナ禍よりテイクアウト形式に切り替え、【食】
を通して皆様方の笑顔や幸せに繋がるよう心を
込めて活動を継続させて頂いています。
・感染予防として、マスク着用、受取場所にアル
コール消毒液常設や飛沫防止シート設置、受取
時間の60分を5分割し密を避け待機場所も距
離を空けております。
・お弁当とお土産（寄付の品）をお渡ししています。
お楽しみに！

世田谷こども食堂・上馬

きしょうこども食堂

子ども食堂ウェーブ

世田谷こども食堂・上馬

開催日時 毎月第２・４木曜日16：00～17：40

開催場所 上馬塩田ふれあいの家（上馬2-17-13）

活動内容
食材の提供（お米、おかず類、缶詰、野菜、果物、
生活用品、マスクなど）

参加費 子ども 無料 / 大人 300円

参加申込方法
事前登録、事前出欠確認
初回に保護者との簡単な面談

連絡先
kautoy@k02.itscom.net
090-1617-4487（代表 かぶとやま）

参加される方へ
のメッセージ

・コロナ禍で会食は行っていません。
・毎回スタッフが喜んでもらえそうな食材を用意し
ています。その他多くの寄付を頂いており、それ
らを大きな紙袋に詰めてお渡ししています。



＜北沢地域＞

だいち食堂

開催日時 cobaco掲示にてお知らせ（日時変則）

開催場所 おでかけひろばcobaco（代田1-17-3）

活動内容
お弁当配布を中心に活動。
※通常の会食形式は、休止しています。

参加費
子ども（中学生まで） 無料
大人300円（ただし現在は休止中です）

参加申込方法 先着順にて配布。なくなり次第終了となります。

連絡先
03-6876-8584（平日10時～15時）
おでかけひろばこばこ（社）北沢おせっかいクラ
ブ齋藤

参加される方へ
のメッセージ

・コロナもなかなか落ちつかず、今までのような
活動ができなくなりました。
・今は、お店の方のご協力を得て、おいしいお弁
当の提供をしております。密を避け、感染予防
を心がけて活動しております。
・食堂が再開した際には、ぜひ足をお運びくだ
さい。

北五食堂

開催日時 毎月第3火曜日 17：00～18：30

開催場所 北沢五丁目町会会館（北沢5-7-5）

活動内容
お弁当配布を中心に活動。
※通常の会食形式は、休止しています。

参加費
子ども（中学生まで） 無料
大人300円（ただし現在は休止中です）

参加申込方法 先着順にて配布。なくなり次第終了となります。

連絡先
03-5790-9894（平日10時～15時）
おでかけひろばぼっこ（社）北沢おせっかいクラ
ブ齋藤

参加される方へ
のメッセージ

コロナ禍でいままでのようにみんなで集まって
食事をとることができなくなりました。
お弁当の配布数に限りがあり、なくなり次第終
了ということで、ご迷惑をおかけすることもある
かと思いますが、ぜひご参加ください。

子ども食堂 しもきたキッチン
開催日時 毎月第4・5水曜日 16：00～19：00

開催場所 風歌ハウス（北沢3-34-4）

活動内容
みんなで料理をして一緒に食べ、
第5水曜日は様々なワークショップを開催
家庭菜園でハーブや野菜を育てている。

参加費 中学生まで無料、高校生300円、大人500円

参加申込方法
3日前までにメールや電話などで予約をしてくだ
さい。

連絡先
jimu@gakudan.or.jp
03-5790-9846（澤井）
FAX 03-5790-9847

参加される方へ
のメッセージ

・必ず、手洗い・消毒・マスクの着用をお願いしま
す。
・参加時に、体調、アレルギーの有無、連絡先を
お聞きします。
・料理、配膳、片付け、食器洗いはみんなで行い
ます。食べ残しゼロを心がけましょう。

せたがや子ども食堂・みっと

開催日時
現在（コロナ禍）：月に1度食材配布
再開した場合は、毎月第2・4木曜日

17：00～19：00

開催場所
レンタルスペース「シーマシーマ」
（赤堤3-3-15-1F）

活動内容
子どものための食堂（対象：小学生以上）
小学生未満のお子さんや、保護者の同伴は相
談ください。※会食形式は休止中

参加費 子ども 無料（18歳まで）/大人 300円

参加申込方法 なし

連絡先

setamitt@gmail.com
090-3315-2563（井上）
Facebook setamitt
ブログ http://setamitt.blog.fc2.com/

参加される方へ
のメッセージ

・「みっと」は子どものための食堂です。
ひとりでごはんを食べることはありませんか？
お菓子やカップ麺だけのことはありませんか？
「みっと」には手作りの、おいしいごはんがあり
ます。
地域のボランティアと一緒にお話したりしなが
ら楽しく食事をしませんか？
(再開の報告はブログ・FBにて）

せたがや子ども食堂・みっと

子ども食堂しもきたキッチン



こつな夜かふぇ
開催日時 毎月第2火曜日 第4木曜日16：30～19：00

開催場所 こうりゅうはうするりあん（東玉川1-40-1）

活動内容
テイクアウトのみの開催（お弁当での提供）
※通常の会食は、中止しております。

参加費 子ども（大学生まで） 無料 / 大人 200円

参加申込方法

メール、FAX、電話、申込用紙（開催場所の入口
に設置）のいずれかで氏名、連絡先、人数、子ど
もの学年、受取時間を明記の上、お申込ください。
調整の上ご連絡致します。

連絡先
heart_club_kodomo0930@yahoo.co.jp
当日の13：00以降は、電話＆FAX
03-6421-8940（福島）まで

参加される方へ
のメッセージ

・こちらのブログにてメニュー等お知らせを掲載し
ています。

http://kostuna.blog.fc2.com/blog-
date-202102.html
・お車でのお越しは、ご遠慮ください。
やむを得ない場合は近隣のコインパーキングを
ご利用ください。
・自転車の場合は、裏手の駐輪スペースにお願
い致します。

まぜっこ食堂

開催日時 毎月最終金曜日 17：00～19：00

開催場所 ぬくぬくハウス（玉川1-2-3）

活動内容

現在（コロナ禍）：親子で作れるカレーやミート
ソース等の食材や果物、お菓子を配布しています。
通常：手作りの食事を親子に提供しています。
（アレルギー対応はしていません）

参加費
現在（コロナ禍）：なし
通常：子ども 無料 / 大人 300円

参加申込方法 活動日の3日前までに電話でご予約ください。

連絡先 03-3707-0037（温井）

参加される方へ
のメッセージ

・配食では、1世帯分（4人程度）の食材を配って
います。
・私たちスタッフも感染予防に注意しながら活動
しています。
・受取の際はマスク着用と並ぶ際にはソ－シャル
ディスタンスで前の方との間隔を空けてお待ち頂
くようお願いいたします。

おやまちカレー食堂

開催日時 毎月第3日曜日 16：00～18：00

開催場所 おやまちリビングラボ（尾山台3-22-5）

活動内容
食材の配布を中心に活動
※通常の会食形式は、休止しています。

参加費 無料

参加申込方法
予約フォームから申込

（QRコードはチラシに記載）

連絡先 http://oyamachi.org/

参加される方へ
のメッセージ

・これまでは尾山台で採れた野菜を、尾山台の人
が調理して尾山台のみんなで食べるおやまち流
のこども食堂「おやまちカレー食堂」を開催してい
ました。
・現在はカレーを提供するのが難しいので、尾山
台近辺の農家さんや商店からお預かりした食材
をお子さんのいらっしゃるご家庭にお配りしてい
ます。

＜玉川地域＞

まぜっこ食堂寺子屋子ども食堂

桜新町こども食堂

開催日時 毎月第1・3木曜日 16：00～19：00

開催場所
桜新町ふれあいルーム 桜新町区民集会所１階
（桜新町1-30-14）

活動内容
フードパントリー（食材配布）＆アート
※今はコロナ禍のため会食はしていません

参加費 無料

参加申込方法 事前に電話かメールでご予約下さい

連絡先
080-4116-0088（杉山）
npoearthlink@gmail.com

参加される方へ
のメッセージ

大人も子どもも多世代で楽しめるプログラムをご
用意してお待ちしています。

アントニオ食堂

開催日時 毎週木曜日 17：00～19：00

開催場所 フランシスコ聖堂

活動内容
お弁当の配布を中心に活動
※当面の間会食形式はしません

参加費 無料

参加申込方法 なし

連絡先
03-3700-0652（杉浦）
080-5965-627（杉浦）

参加される方へ
のメッセージ

手作りの夕食を配布させていただければと思って
います。
手作りの料理を召し上がっていただくことで家庭
の喜びを感じるお手伝いができれば幸いです。

アントニオ食堂



＜砧地域＞

いっしょにごはん

開催日時
①毎月第2・4土曜日 夕方
②学校の夏休み中等は 平日12：30～13：00
③土日・祭日

開催場所

①、②は個人宅（船橋1丁目）
②は希望が丘青少年交流センター
（船橋6-25-1）
③はファミリー農園、公園など（砧5丁目他）

活動内容
配食（お弁当・レトルト食品など）
食材（子供用ひとりでできるもんセット）配布
体験学習

参加費
子ども 無料
大人 300円～500円
体験学習は別途参加費徴収の場合あり

参加申込方法
①③登録制、事前申込（電話かメール）
②直接会場に来て下さい
（小学生～高校生対象）

連絡先
090-7947-3715（吉田）
kunnbei@yahoo.co.jp

参加される方へ
のメッセージ

・食支援をきっかけに始まる、顔の見えるお付き
合い。持ちつ持たれつの輪ができますように。
・受取の際には、マスク着用と並ぶ際には、ソー
シャルディスタンスで前の方との間隔を空けて
お待ち頂くようお願い致します。
・エコバックもご持参ください。弁当は商店街の
飲食店のお惣菜を購入するコラボ弁当も行って
おります。

Café T-lab

開催日時
毎月第1・3土曜日 12：00～14：00
（変更の場合あり）

開催場所 Cafe T-lab（千歳台6-14-5）

活動内容 お弁当配布・公園での外遊び等

参加費 子ども（中学生まで） 100円/大人 300円

参加申込方法
Facebook・電話にて氏名と個数の確認を行って
います。

連絡先

03-5787-7698（法人電話番号）に当日の朝
までにご連絡ください。
もしくは、Facebookで前日夜12：00までに申
し込みください。

参加される方
へのメッセージ

スタッフ一同楽しみながらお弁当を作っています。
食べてみたいメニューなどがあればご意見をい
ただければ嬉しいです。
窓口が小さいので前にある公園で遊んだりしな
がら待っていただけければと思います。

子ども食堂 ごはん村

開催日時 毎月第１・３火曜日 17：00～18：00

開催場所 笑恵館（砧6-27-19）

活動内容
食料品などを配布。※通常の会食形式は中止し、
場所を変更して活動しています。

参加費 無料

参加申込方法
ちらしのQRコードから登録して
参加申し込みをしてください。

連絡先 kinutagohan@googlegroups.com

参加される方
へのメッセージ

・入口で、消毒と検温を実施しています。
・いろいろな食料品を用意してお待ちしています。
・お子さんにはスタッフの作成したバルーンをお
つけします。

たまがわ子ども食堂

開催日時 毎月月1回 不定期 17：30～19：00

開催場所 天理教玉川分教会（鎌田4-9-17）

活動内容
コロナ禍では手作りカレー弁当を配布
※通常の会食形式は、休止しています。

参加費
子ども（中学生まで） 無料
大人200円 ※但し大人は子どもの親族に限る

参加申込方法
QRコードのたまがわ子ども
食堂のホームページ
よりお申込みください。

連絡先 tamagawa.k.s@gmail.com

参加される方へ
のメッセージ

コロナ禍であっても自慢のカレーを用意して皆さ
んのご利用をお待ちしております。
お気軽にお申込みください！

子ども食堂 ごはん村

いっしょにごはん

たまがわ子ども食堂

寺子屋子ども食堂

開催日時

配食：月～金 昼/夕方
食堂：毎月第3土曜 13：00～15：00

最終水曜 17：30～20：00

開催場所 寺子屋いづみ（深沢5-5-18）

活動内容
子育て中のご家族や不登校のお子さんのお弁当
配布
食堂として月2回

参加費
配食：１食 300円
食堂：高校生以下 ワンコイン/大人 500円

参加申込方法 電話かメールでお申し込みください

連絡先
090-3801-9814（岩岡）
info@terakoya-school.net

参加される方へ
のメッセージ

コロナの状況により食堂は中止することもありま
すが、お弁当は土日祝日以外は行っております。
ご利用ください！



どんぐり食堂・八幡山
開催日時 毎月第１・３火曜日 17：30～18：30

開催場所 八幡山ふれあいの家（八幡山1-11-10）

活動内容 お弁当配布

参加費 子ども（高校生まで） 無料/大人 300円

参加申込方法 事前予約制

連絡先
03-3304-1432（相馬）
fureaidonguri@yahoo.co.jp

参加される方へ
のメッセージ

・共働き家庭やひとり親家庭、高齢者などを対
象とした「多世代型」子供食堂です。
スタッフはマスクフェイスシールドを着用し、感
染リスクに備えています。
参加者の方も必ずマスクの着用をお願いいた
します。

かみきたざわ子ども食堂

開催日時 毎月第３日曜日 12：00～14：00

開催場所 魚酒房 森さと （上北沢3-34-21）

活動内容
お弁当（店内加工）を提供
※店内会食は休止中

参加費 子ども 100円 / 大人 300円

参加申込方法 先着20食 予約は不要です。

連絡先
03-6326-0194（店舗番号）
FB：sakana morisatoで発信しています。

参加される方
へのメッセージ

一品一品手作りの店内加工。
シングルマザー・ファザーの皆様にお子さん達と
召し上がっていただきたい一食です。

かみきたざわ子ども食堂

ころころ食堂☆烏山

ぞんみょうじこども食堂

砧子ども食堂そら豆

開催日時 毎月3～4回実施 17：30～18：30

開催場所 アトリエ そら豆 （砧6-29-5堀口ビル1階）

活動内容
季節に合わせたお弁当の配食のみ
（コロナ禍の為）

参加費
子ども（高校生まで） 無料
大人 300円

参加申込方法
砧子ども食堂そら豆のHPから登録、参加申込み
（登録は最初の1回のみ）

連絡先

03-6411-0054
（アトリエそら豆）
https://kodomo-cafe-
soramame.jimdofree.com

参加される方
へのメッセージ

・今月はどんなお弁当かな？
和風煮物、肉じゃが、麻婆豆腐など日によって
色々変わるよ！手作り弁当楽しみにしてね。
・新型コロナの影響で家計が大変！という食の支
援を必要としている世帯（ひとり親、多子世帯）を
優先させていただきます。

砧子ども食堂そら豆

＜烏山地域＞

ころころ食堂☆烏山

開催日時 毎月第１・３木曜日 17：30～18：30

開催場所 南烏山ふれあいの家（南烏山2-22-7）

活動内容
お弁当（近所の商店または手作り弁当）配布活動。
※会食は休止しています。

参加費
子ども（高校生まで） 無料
大人 カンパ制（大人は1名まで）

参加申込方法
新規の方は下記アドレスに氏名、住所、連絡先、
世帯人数、子ども人数（年齢）を記載の上、送信
をお願いします。こちらより返信いたします。

連絡先
korokorosyokudou@nifty.com
緊急時は03-5314-1891（烏山地域社会福祉
協議会事務所）までご連絡ください。

参加される方
へのメッセー

ジ

・私達スタッフも感染予防に注意しながら活動をし
ています。
・受取の際には、マスク着用と並ぶ際には、ソー
シャルディスタンスで前の方との間隔を空けてお
待ち頂くようお願いいたします。
・また、自転車でお越しの際には駐車場にお停めく
ださい。



ひいらぎ金曜食堂

開催日時 毎月第2・4金曜日 17：00～19：00

開催場所
東京告白教会ひいらぎ文庫
（北烏山1-51-12）

活動内容
支援を必要な方（ひとり親家庭や生活困窮世
帯）のみに手作り弁当配布
※通常の会食形式は休止しています

参加費 無料

参加申込方法
新規の方はメールまたは電話まで（氏名・住所・
連絡先・世帯人数）

連絡先

shizukotokunaga@ozzio.jp
03-5314-1891（烏山地域社協事務所）
090-2520-4533（徳永）
045-921-7407 （ＦＡＸ）
※２日前までにお申し込みください。

参加される方
へのメッセージ

・味付けごはんとおかず（蛋白質と野菜）のお弁
当を作っています。
・アレルギーがある方は予めお知らせください。
・自転車・自動車の駐輪スペースがあります。

ぬくぬくの家

開催日時
第1・3 木曜・第2・4 金曜 17：00～18：30
（遅れる場合も相談可能）

開催場所 ぬくぬくの家 個人宅（北烏山7-6-11）

活動内容
手作りお弁当やスープなどの配布、配達をしてい
る。※コロナ禍なので子ども食堂やご近所の方へ
のまかないランチは休止中。

参加費
子ども（高校生まで） 無料
大人（２名まで） 300円 ※多子世帯は無料

参加申込方
法

ホームページをご覧の上、電話・インスタでお申し
込みください。
（必要事項：氏名・住所・連絡先・世帯人数）

連絡先
nukunuku28559@gmail.com
03-5969-8557（井山 ※電話は緊急時のみ）

参加される
方へのメッ
セージ

・感染予防に注意しながら活動をしています。
・ぬくぬくの味を楽しんで頂けるよう、「おいしい！」
と思えるお弁当をご用意しています。
・お受け取りの際はマスク・手洗い（アルコール）、
ソーシャルディスタンスで間隔を空けてお待ちく
ださい。

ぬくぬくの家

ぞんみょうじこども食堂

開催日時 毎月第3または第4水曜日 17：00～19：00

開催場所 存明寺（北烏山4-15-1）

活動内容
現在 定番キーマカレー等をお弁当形式で配布
中 ※会食は休止しております。

参加費
子ども（未就学児） 無料
小学生以上中学生まで １００円
大人 300円

参加申込方法

・現在新規募集はしておりません。
・ただし個別にご相談に対応させていただきます
ので、下記アドレスまたは社協事務所にご連絡
ください。

連絡先 sakai@zonmyoji.jp

参加される方へ
のメッセージ

・私たちスタッフは感染予防と衛生管理を徹底し
て手作りのお弁当を作っています。
このようなときだからこそ、こころのつながりを大
切にしていきたいと思います。

こども食堂 でこぼこ

開催日時 毎月最終月曜日 17：00～19：00

開催場所 らくだ（南烏山6-8-7-2F）

活動内容
お弁当配布とでこぼこフードバンクの活動
※通常の会食形式は休止しています。

参加費 子ども（高校生まで） 無料 / 大人 300円

参加申込方法
新規の方は毎月1日から、リピーターの方は10
日から申込を受付します。こちらより返信します。

連絡先
dekoboko.rakuda2019@gmail.com
03-5313-8151（火曜日～金曜日）らくだ

参加される方へ
のメッセージ

・私たちはこどもだけで来てもごはんを食べられ
る場。一人でも友達と一緒に来られる場にした
いと思っています。
・コロナ禍が続く中、誰一人置き去りにしない地
域にしたいと願っています。皆さんと繋がってい
きたいと思っています。



コロナ禍のため休止中の子ども食堂

＜世田谷地域＞

おくめし

開催場所 おでかけひろばおりーぶ（奥沢2-30-19）

ちゃいるどべーす三軒茶屋

開催場所
世田谷文化生活情報センターワークショップ
スペースA
（太子堂4-1-1キャロットタワー4F）

三軒茶屋にじいろ子ども食堂

開催場所 大三（三軒茶屋2-16-16 だいざん）

みんなのジッカの子ども食堂

開催場所 みんなのジッカ（若林3-23-5）

＜玉川地域＞

＜北沢地域＞

うめ・ゆめ子ども食堂

開催場所 保育室 SUKUSUKU（梅丘1-8-9)

ふかめし

開催場所 おでかけひろばすぷーん（深沢2-15-3）

せためし

開催場所 おでかけひろばまーぶる（瀬田2-25-10）

＜砧地域＞

宇奈根プレイス

開催場所 宇奈根ふれあいの家（宇奈根1-38-2）

じどうかん食堂

開催場所 喜多見児童館 多目的室または遊戯室

（喜多見2-10-40）

＜烏山地域＞

ろかめし

開催場所 ＵＲ芦花公園団地12号棟集会室
（南烏山2-30）

笑顔さく街キッチン にこにこ食堂

開催場所 デイホーム桜丘（桜丘1-19-22）

子ども食堂さくらの家

開催場所 桜丘ケアセンター（桜丘4-7-17）

奥沢わくわくカフェ

開催場所 シェア奥沢（奥沢2-32-11）
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