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１．子ども食堂って？ 

「子ども食堂」という言葉を耳にしたことがありますか？最

近では、全国各地において、様々な形で取り組まれ、メディ

アで見かけることも多くなってきました。子ども食堂は、子

どもが一人でも安心して利用できる大切な居場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．私も利用してみよう 

「子ども食堂に行ってみたい！利用したい！」と思ったら、 

開催場所や開催時間を確認して出かけましょう。 

自分にあった場所がきっと見つかるはず！  

◆子ども食堂一覧（15ページ～） 

◆各団体のホームページ・SNS 

などを Check👉 

 

＊相談先がわからない場合、まずは各区子育て支援課（家庭児童相談係）へ 

葵区☎221-1096 駿河区☎287-8675 清水区☎354-2429 

子どもの抱える 

困難や悩みに気づき、 

支援機関＊につなげる 

ことができる空間 

みんなで一緒に食

事をし、交流がで

きる空間（中には、

学習・遊びなども） 

子どもが温かく 

見守られながら、 

安心して過ごす 

ことができる空間 
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３．あなたにもできる支援のかたち 

資金、食材、人手・・・必要とされる支援は様々です。 

 あなたにできる形で、ぜひ参加してみてください。 

 

≪個人でできる支援のかたち≫ 

まずは、各団体に直接出向く、電話をする、ホームページ

から問い合わせてみるなどして、「寄付をしたい」、「ボラン

ティアとして参加したい」というあなたの思いを伝えてく

ださい。 

►お金を寄付する 

 各団体の指定した方法で、ご協力ください。また、子ども

食堂を利用した時に、募金箱に入れる、お釣りをそのまま

寄付するなど、お気持ちだけでもありがたいものです。 

  ►食材や備品といったモノを寄付する 

   何が必要かを事前に確認したうえで、ご協力ください。食

材はもちろん、調理器具や文房具、食堂に来た子どもたち

が使う本やおもちゃなど、食堂運営にあたってはいろい

ろなモノを必要としています。また、各団体へ直接寄付す

る以外にフードバンクなどへ寄付する方法もあります。 

  ►ボランティアとしてお手伝いする 

人手を必要としている団体は多くあります。自分にでき

ることはないか団体を探してみたり、利用した先でお手

伝いしてみたり、始め方は人それぞれです。ぜひ、子ども

食堂にあなたの力を貸してください。 
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 ≪企業にもできる支援のかたち≫ 

  企業の CSR 活動として取り組んでみませんか？ 

寄付やボランティアとしての参加はもちろん、子ども食堂

の開催場所提供など、どんな形でも大歓迎です！ 

例えば・・・ 

 ►お金やモノを寄付する 

 ►自社製品を贈呈する 

 ►社員をボランティアとして派遣する 

 ►社員食堂を子ども食堂の場所として貸し出す 

 ►社員食堂で子ども食堂を開催する 

 

 

≪あなたがつくる子ども食堂≫ 

  ここまで、子ども食堂を支える方法をいくつかご紹介しま

したが、この他にも方法はあります。それは、自らが主体

となって子ども食堂を立ち上げる～あなたの思いを形に

する～という方法です。次ページ以降では、子ども食堂の

立上方法をご紹介します。ぜひ一度読んでみてください。

☞☞☞ 

 

 

みなさんからいただいたご協力やあなたがつくる子ども

食堂は、子どもたちの笑顔につながります。 

お金、モノ、人手・・・必要とされることは様々ありま

す。支援のかたちは問いません。あなたにできるかたち

で、ぜひ参加してみてください。 

＊受付方法等は各団体によって異なります。必ず事前にお問い合わせ

ください。 
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４．あなたがつくる子ども食堂 

「子ども食堂を立ち上げる！」と決めたら、何から始めたらよ

いのでしょうか。ここでは、具体的に紹介していきますので、

参考にしてみてください。 

 

≪大まかな流れ≫ 

活動開始の準備 

（仲間集め・見学・目的の確認と共有） 

↓ 

活動内容の検討・決定 

↓ 

会場の確保 

↓ 

人材（スタッフ、ボランティア）の募集 

↓ 

資金の確保 

↓ 

利用料金の決定 

↓ 

必要な手続き等の確認・申請 

↓ 

プレオープン 

↓ 

集客に向けた広報・宣伝 
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（１）活動開始の準備をしよう 

仲間を集めよう 

 あなたはどんな思いで、子ども食堂を始めますか？あなた

の思いに共感して、協力してくれる仲間を集めましょう。 

 ►子ども食堂を始めようと思ったきっかけは・・・ 

   

                         

 ►仲間を見つけましょう！最初に仲間になってくれたのは 

誰ですか？ 

                                               

 

見学に行こう 

  「どんな方法が自分たちの思いにあうのか」の参考にする

ため、実際に見学してみましょう。先輩運営者からアドバ

イスをもらうのも good！ 

 ►どの子ども食堂を見学に行きますか？ 

                          

 ►事前連絡をして、日程調整をしましょう。 

  見学日時：                   

  見学人数：                   

  見学目的：                   

＊写真撮影をする場合は、運営者に撮影・使用の目的を説明し、必ず許可を

得てください。また、利用中の方々へのお声がけも忘れずに。 
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目的を確認・共有しよう 

仲間と目的や方向性について確認しましょう。「何のため

に」、「誰のために」、「どんなことを行うのか」といったこ

とは、今後の活動の大事な核となります。 

 

 

►子ども食堂の目的は・・・ 

 

 

 

 

►何のために、誰のために・・・ 

 

 

 

 

►どんなことを・・・ 

 

 

 

 

►これからの意気込みをひとこと！ 

 

 

 

 

◆大事な思いを忘れないようにメモしておきましょう◆ 
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基 

 

（２）活動内容を決めよう 

対象者 

どの地域、どんな人を対象とするかを決めましょう。 

►対象者は限定しますか？   する  ・  しない 

               ↓（限定する場合） 

►どのような方に限定しますか？  

例：○○町内会の子ども、１人で食事している子ども 

                          

 

開催頻度 

月や週、時期ごとの開催日数を決めましょう。 

＊継続できる頻度で始めましょう。 

►開催日数はどうしますか？ 

例：毎月１回、毎週１回、夏休みの期間だけ 

                          

 

開催時期 

時期、曜日、時間などを決めましょう。 

＊対象者の利用しやすさに配慮しましょう。 

►時期、曜日はどうしますか？ 

例：第２土曜日、夏休み中の毎週月・水・金曜日 

                         

►時間はどうしますか？ 

例：10 時～14 時、15 時～20 時 
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基 

（３）会場を確保しよう 

子ども食堂を実施できる会場を探し、確保しましょう。 

 ►会場はどこにしますか？ 

  例：自治会館・公民館、お寺・教会、賃貸店舗、自宅一部 

                          

►継続的に利用できますか。     はい ・ いいえ 

 ►対象者が利用しやすいですか。   はい ・ いいえ 

 ►（必要に応じて）駐車場はありますか。 はい ・ いいえ 

►調理設備はありますか。      はい ・ いいえ 

 ►飲食できる空間が確保できますか。 はい ・ いいえ 

＊子ども食堂を運営していくためには、周囲の方の理解や協力が必要不可欠

です。会場が決まったら、周辺の関係者（学校、地区社協、自治会等）や

住民の方に挨拶・説明をしましょう。 

 

（４）スタッフ、ボランティアを集めよう 

  運営するために必要な役割と人数を確認し、スタッフ・ボ

ランティアを集めましょう。継続させるためには、多くの

人に関わってもらうことが必要です。広く募集しましょう。 

 ►必要となる役割は何があって、それぞれ何人必要ですか？ 

  例：調理（○人）、配膳（○人）、片付け（○人） 

 

                          

  ►どのように募集しますか？ 

  例：周囲の人に声掛けをする、チラシを作成し配布する 
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基 

基 

（５）資金を確保しよう 

 立上に必要な資金や運営に必要な資金など、具体的に収支

計画書を作成し、資金の流れをイメージしましょう。また、

帳簿を作成し、資金をしっかりと管理しましょう。 

 ►必要な費用は何がありますか？ 

  例：会場費、食材費、備品（炊飯器・食器等調理器具など）購入費、 

許可等の取得費、広告宣伝費、ボランティア保険料 

                          

 ►どのように資金（食材）を確保しますか？ 

  例：補助金、寄付・賛助金、協賛企業、フードバンク 

                          

＊子ども食堂の運営にあたり、国、県、市などの補助金等を活用できる場合

があります。次ページで一部をご紹介しますので、参考にしてください。 
 また、ご紹介したもの以外にも活用できる補助金等がありますので、イン

ターネット等で検索してみてください。 

 

（６）利用料金を決めよう 

利用料金をどのように設定するかを決めましょう。 

＊無料→運営のための資金確保が難しくなります。 

＊有料→生活に困っている人が利用しにくくなります。 

►利用料金を設定しますか？ 

 する（有料） ・ しない（無料） 

↓（有料の場合） 

►利用料金はいくらにしますか？ 

例：子ども 100 円・大人 300 円、子どもは無料 
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＊令和元年度の内容を記載しています。 

年度により内容や時期が変更となる場合や 

申請に条件が付く場合がありますので、 

ご検討の際は事前にご確認ください。 

 

◆補助金等を活用しよう◆ 

◆子育て支援活動事業補助金 

【申請時期】随時 

【補助金額】補助対象経費の２分の１相当額（上限：３万円） 

【問合せ先】静岡市 

子ども未来課（054-354-2606） 

◆ふれあい基金地域福祉・ボランティア活動等推進助成 

【申請時期】４～５月上旬頃 

【補助金額】ホームページの「助成等に関するお知らせ」を 

ご確認ください。 

【問合せ先】（福）静岡県社会福祉協議会 

地域福祉課（054-254-5224） 

◆子供の未来応援基金 

【申請時期】８～９月頃 

【補助金額】上限 300 万円 

（30 万円または 100 万円の少額支援枠もあり） 

【問合せ先】（独）福祉医療機構 NPO リソースセンター 

      NPO 支援課（03-3438-4756） 

◆フードバンク 

 【申請時期】随時      【補助内容】食品 

 【問合せ先】NPO 法人フードバンクふじのくに（054-248-6177） 
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（７）必要な手続きをしよう 

許可申請 

子ども食堂で食事を提供するにあたり、取り扱う食品や形態

によって許可が必要になる可能性があります。まずは、保健

所に相談しましょう。 

【葵区・駿河区】静岡市保健所食品衛生課☎249-3161 

【清水区】静岡市保健所清水支所☎354-2384 

ボランティア保険 

安全に気をつけて子ども食堂を運営していくことはもちろん大切

です。しかし、どんなに気をつけていても事故やけがが起きてし

まうかもしれません。万が一に備えて、ボランティア保険等への

加入を検討しましょう。詳しくは、静岡市社会福祉協議会 HP 内

のボランティア関連ページをご参照ください。 

 

（８）安全・安心な食事を提供しよう 

多くの人が利用する場所には、どんな汚染が潜んでいるかわ

かりません。危険が多いことを理解し、食中毒等の事故防止

のため衛生管理を行いましょう。 

使用前は会場のじゅうぶんな清掃・消毒を！ 
►まずは汚れをしっかり落としましょう！ 

►消毒するものによって、使う消毒薬や消毒方法を決めましょう！ 

手洗いはしっかりと！ 
►爪は短く、時計などは外しましょう。 

►石けんを泡立てて汚れを浮かせ、しっかりと水で洗い流し、清潔

なタオルやペーパータオルで水をよく拭き取りましょう。 

手洗いのタイミング 

・調理の前・作業が変わるとき・トイレの後・ゴミをさわった後 
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使い捨て手袋の使用は適正に！ 
►手袋をつけたまま、器具や目的以外の食品に触れないようにしま

しょう。 

►下ごしらえから盛りつけまで、同じ手袋をつけたままで行わない

ようにしましょう。 

►同じ手袋を何度もつけたり外したりしないようにしましょう。 

調理従事者の衛生にも注意！ 

本人だけでなく家族におう吐・下痢等の胃腸炎症状や風邪のよう

な症状がある方は、食品に触れないようにしましょう。 

調理に関する注意点 

►加熱調理後は長時間室温で放置しないようにしましょう！ 

►自宅で調理してくるのは避けましょう！ 

煮込み料理（カレー等） 

►加熱開始から提供までの時間は短くしましょう。 

►じゅうぶんにかき混ぜながら加熱しましょう。 

ご飯もの（おにぎり等） 

►おにぎりを作るときはラップや使い捨て手袋を使いましょう。 

►調理中は髪や顔などをさわらないようにしましょう。 

焼き物（ハンバーグ等） 

►中心部の温度が 75℃以上、1分以上となるようにしっかり加

熱しましょう。 

アレルギーに関する注意点 

 食物アレルギーは、時に命に関わります。申込時などに食物

アレルギーの有無を必ず確認しましょう。アレルギーを持つ子

どもに食事を提供する場合は、保護者に事前にメニューを確認

してもらうなど、保護者と連携して対応しましょう。 
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基 

基 

（９）いよいよプレオープン 

  地域の方や関係者を集めてプレオープンを行いましょう。 

 ►設備や備品に不備・不足はありませんか？ある場合は、 

どのような対応が必要ですか？ 

                          

►あなたの子ども食堂の目的は理解してもらえましたか。 

＊アンケートをとるなど多くの方の意見を聞いて、今後の参考にしま 

しょう。 

 

（10）広めよう 

  あなたの思いの詰まった、みんなの大切な居場所です。多

くの人に知ってもらい、利用してもらいましょう。また、

地域の人や学校など関係者への周知も忘れずに。 

 ►どのように情報発信をしていきますか？ 

  例：チラシを配布、地元のお店にチラシを貼り出し 

                          

＊子ども未来課では、公式ホームページ、Facebook、Twitter を公開して

います。何かお手伝いできることがあるかもしれません。ぜひご相談くだ

さい。（問い合わせ先☎054-354-2603） 

 

 

さあ、いよいよ子ども食堂のスタートです。 

 子どもが一人で来ることもあります。初めて来た子ども 

 には、万が一に備えて、「緊急連絡先」や「アレルギー」 

などについて確認しましょう。 

安全・安心な場所を継続させていくために、リスクへの 

対応を忘れずに！ 
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（11）先輩たちの取組方法 

  すでに子ども食堂を運営している先輩たちは、どのように

活動しているのでしょうか。参考に少し見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な対象者 

１ 小学生   １４か所 

２ 子ども（※）    ６か所 

３ すべての方  ４か所 

「小学生」でも、その保護者や

きょうだいも可としている場

合もあり、いろいろな人が集ま

れる空間としている食堂が多

いです。※子ども＝０歳～高校生のう

ち、幅広く設定している場合 

その他には、「２か月に１回」

「月２回」「週４回」などがあ

ります。 

開催頻度 

24 か所中、19 か所が 

「月１回」開催しています。 

開催時間 

時間帯は、11 時～13 時台、

15 時～17 時台に開いてい

る食堂が多いです。 

主な宣伝・広報の方法 

１ チラシ     20 か所 

２ インターネット    ４か所 

３ 口コミ      ３か所 
（複数回答可） 

  

ボランティア募集の宣伝・広

報の方法は、チラシ 11 か所、

口コミ 14 か所という結果で

した。 

利用料金（子ども） 

無料としているところ

がほとんどです。 

子どもと大人で利用料金を分けて

いる食堂は、19 か所。大人の利用

料金は300円という食堂が多いで

す。 

2

4

12

3

3

1.5時間

２時間

2.5時間

３～４時間

６時間以上
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５．行ってみよう！参加しよう！ 
あなたのまちの子ども食堂 

静岡市内にある子ども食堂をご紹介します。気になる場所に

ぜひ一度行ってみてください！ 

※アンケートにご協力いただいた食堂(24か所)について記載しています。 

※お出かけ・寄付の際は、開催日時や寄付方法の確認等を含めて、事前に

問合せをしましょう（記載している≪開催日時≫は変更になる可能性が

ありますので、ご注意ください）。 

※住所前の【 】は小学校区を記載しています（食堂によっては、住所に

よる区分と異なる場合があります）。 

※≪寄付のお願い≫は、省略して記載しています。内容については、以下

のとおりです。 

食 品 米・肉・魚・野菜（＝野）、缶詰（＝缶）、カップ麺（＝麺）、 

冷凍食品（＝冷）、お菓子（＝菓）、飲み物（＝飲） 

その他 人材（＝人）、資金（＝金）、調理器具（＝器）、 

文房具（＝文）、おもちゃ（＝玩）、周知媒体（＝周） 
 

◆葵 区◆ 
 

みんなの居場所 もぐもぐキッチン 
【葵】葵区安東 1－23－10 054-209-1088 

― 

― 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

すべての方 
毎週月・火・木・金

(10:00～14:00) 100 円～500 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・その他（トレーラーハウス・使用できなくなったバス） 
 

さわだ食堂 
【横内】葵区西千代田町１－２ 054-246-6748 

― 

― 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生～中学生 2 か月に１回 
(第３土 11:00～15:00 ) 

無料 

≪寄付のお願い≫ 

― 
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田町食堂ほっとかん 
【田町】葵区田町 5-90 054-271-0250，054-253-9101 

― 

― 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

すべての方 
月１回 

(第４金 17:30～19:00) 
子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・野・人・金 
 

駒形 LIMOLIMO 子ども食堂 
【駒形】駿河区西中原 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

幼児～小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第２水 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

麻機ベーテル子ども食堂 
【麻機】葵区有永 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(最終火 15:30～17:30) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

竜南ひまわり子ども食堂 
【竜南】葵区竜南 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第４金 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
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井宮北しょうぶ子ども食堂 
【井宮北】葵区松富 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

幼児～小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第４月 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

しずおかキッズカフェ 
【西奈南】葵区瀬名川 1-32-25 054-689-5556，090-7020-1810 

shizuokakidscafe@gmail.com 

https://www.shizuokakidscafe.com/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

地域の子どもと 
その保護者 

月２回 
(土 12:00～14:00) 

子ども：無料 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・魚・野・缶・麺・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
  

 

 

 

 
  

 

◆駿河区◆ 
 

ひまわりっこ広場 
【中島】駿河区西島 300－2 054-284-2509 

― 

― 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

幼児・小学生 月１回 
(第４土 10:30～12:00) 

無料 

≪寄付のお願い≫ 

米・缶・菓 
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大里西ききょう子ども食堂 
【大里西】駿河区見瀬 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第４木 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

丸子せんマル子ども食堂 
【長田西】駿河区丸子 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

長田南しらす子ども食堂 
【長田南】駿河区用宗 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(火 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

長田東いちご子ども食堂 
【長田東】駿河区みずほ 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第３土 11:00～13:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
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長田北スマイル子ども食堂 
【長田北】駿河区 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

川原ステップ子ども食堂 
【川原】駿河区下川原 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第４水 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 

 

 

 

 

 

 

◆清水区◆ 
 

ボンマスダ子ども食堂 
【江尻】清水区江尻東 1-3-15 054-395-9655 

waikakariver-in-gore@i.softbank.jp 

http://bonmasuda.net/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

市内の小学生 不定期 
(火 18:00～20:00) 

子ども：無料 
大人：2,000 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・野・飲・金 
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こどもっ家 
【入江】清水区追分 3－5－17 054-367-2878 

kodomocchi2017@yahoo.co.jp 

https://www.npo-izuminokai.com/together.php 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

地域の小学生 
(そのきょうだいと中学生も可) 

月２回 
(休校日 9:00～15:00) 子ども：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・魚・野・缶・麺・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

みんなの居場所 ～ビッテ～ 
【駒越】清水区駒越中 2－8－28 090-3458-2257 

mail@sss-triple-s.com 

https://sss-triple-s.com 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

すべての方 月１回 
(最終金 10:00～20:30) 

無料 

≪寄付のお願い≫ 

米・菓・金 
 

飯田・飯田東子ども食堂 
【飯田・飯田東】清水区八坂町 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(土 11:00～13:30) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

高部キンカン子ども食堂 
【高部】清水区押切 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
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有度第一うどっし～子ども食堂 
【有度第一】清水区上原 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(第３水 15:30～18:00) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

有度第二心薙子ども食堂 
【有度第二】駿河区弥生町 090-7911-4104 

banbiwagon@gmail.com 

http://shizuoka-kodomo.moo.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪対象者≫ 

小学生と 
その保護者、きょうだい 

月１回 
(土 11:00～13:30) 

子ども：無料 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

米・肉・野・缶・冷・菓・飲・人・金・器・文・玩・周 
 

くさなぎこども食堂 
【有度第二】清水区草薙 220-58 090-3928-2647 

kusanagi.kodomo.shokudo@gmail.com 

http://kusanagi-k-s.jugem.jp/ 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

すべての方 月１回 
(第 3 木 17:00～20:00) 

子ども：100 円 
大人：300 円 

≪寄付のお願い≫ 

肉・野・缶・菓・飲・人・金 
 

一日児童館「かっぱら広場」 
【興津】清水区興津中町 625-1 ― 

kapparapa.1998@gmail.com 

https://blog.goo.ne.jp/kapparapa2005 

≪対象者≫ ≪開催日時≫ ≪利用料金≫ 

0 歳～中高生 
（5 歳までは保護者同伴） 

月１回 
(第４土 10:00～16:30) 無料 

≪寄付のお願い≫ 

米・野・缶・菓・飲・金・文・玩 
 



 

 

 

 

    
静岡市はすべての子どもが未来に希望をもって 

成長できる社会の実現を目指します 
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