
　　　　　　　【掲載内容】
・こども食堂とは？
・こども食堂に私たちができることってなんだろう？
・私たちはこんな活動で応援しています！
・こども食堂の主な目的・効果
・こども食堂についてのお問い合わせ先
　※【別紙】東区内のこども食堂MAP

「こどもをまんなかにした居場所」
地域のにぎわいづくりや価値観を広げる場

としての
効果が期待されています！

こども食堂についてさらに詳しく知りたい方はこちら！

新潟市東区社会福祉協議会

新潟市東区社会福祉協議会　協力：東区自治協議会

電話：025-272-7721　FAX：025-272-1756
mail：higashiku@syakyo-niigatacity.or.jp

ホームページはこちら
↑

日本全国のこども食堂の情報が集約されています

　NPO法人むすびえ　　

新潟県内のこども食堂の活動を伝え、支援の輪を広
げています

　こどものいばしょ応援プロジェクト　

新潟市のこども食堂の情報についてはこちら

　新潟市社会福祉協議会　

新潟県域でのこども食堂・こどもの居場所を支える
仕組みづくりに取り組んでいます

　にいがた子ども食堂研究会　　
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　東区社協では、こども食堂の立ち上げ・運
営支援や助成金、ネットワーク会議の開催など
こども食堂の活動が地域の皆様に届くように活
動支援をしています。
　東区でのこども食堂の活動に興味がある方
は、ご相談ください。

は

こども食堂を

しっかり解説します！

こども食堂についての

お問い合わせ先

こども食堂についての

お問い合わせ先



　名称にかかわらずこどもがひとりでも安心してい

ける無料または低額の食堂といわれています。
　こども食堂が発足した当初では、親が働いているために一人で食事を
するこどもや、食事が十分にとれないこどもなどが利用することが多くありました。
　しかし、今はこどもだけでなく、 幅広い世代の交流の場となっています。コ
ロナ禍で大変な思いをされている方が多いからこそ、こども食堂を始めていたり、活動の幅を広げ
たりしている団体も多くなっています。

自分ができる範囲の
寄付をすること

いっしょにごはんを食べたり　
お手伝いをしたりすること

こんな所なら
行ってみようかな…

だれかにこども食堂の
様子を伝えること

遊びの提供遊びの提供食事づくりなどの運営支援食事づくりなどの運営支援勉強の手伝い勉強の手伝い

いろいろな企業や個人の方が、こども
食堂を通して、こどもたちや地域活動
を応援しています。

こども食堂とは？こども食堂とは？

こども食堂に私たちが

できることってなんだろう？
こども食堂に私たちが

できることってなんだろう？

私たちはこんな活動で私たちはこんな活動で

応援しています！応援しています！

こども食堂の主な目的・効果こども食堂の主な目的・効果

こどもの食事提供 こどもの居場所づくり ひとり親
家庭の支援

多世代交流 地域づくり・まちづくり

参考：NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」の調査結果より
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経済的困窮家庭への子ども支援
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不適切な関わりの防止

その他

新潟県内の運営団体がこども食堂を立ち上げた目的が、アンケート調査によ
り見えてきます。　

～「NIIGATA2020子ども食堂白書」より一部抜粋～

【調査の概要】
●対象：新潟県内での活動（休止中を含む）が確認できた75団体（2020.11現在）
●調査方法：ネット回答および郵送
●回答数：54（回収率：72.0％）

こどもを中心とした地域の居場
所として、いろいろな効果が期
待されています。

上位項目から見える目的は
「食を通じた、いろんな人た
ちが交わる子どもの居場所」
といったところでしょうか。
一方で、イメージとして捉
えられがちな「経済的困窮
家庭への子ども支援」は
44.4％にとどまっています。



1 にいがたふじみ子ども食堂

特定非営利活動法人にいがた子育ちステイション
Facebook ページをご覧ください。
第 2.4 木曜日 17：00～ 19：30
子ども　無料 /大人　100円 /視察者　300円 /未就学児　無料

9 OHANA 食堂

特定非営利活動法人 母と子の命をつなぐオーバージーン
東区江南 1－7－5オハナハウス
毎週水曜日 16：00～ 19：30
子ども　無料 /一般　500円 /シングルファザー・マザー無料

10 こどもの茶の間

こどもの茶の間
東区東明 7－6－11東明自治会館
第1水曜日 /17：00～ 19：30/（8月のみ中止）
子ども　無料 /大人　200円 /（お弁当配布）

2 ふなえ　こども食堂

ふなえ　こども食堂
東区船江町 1丁目 48－9はまなす会館
第 4水曜日 17：00～ 19：00
子ども　100円 /大人　300円

3 Oh!gata ～みつばちの巣箱～

Oh!gata ～みつばちの巣箱～
東区豊 2－7－44　はあとふるあたご内
毎月2回開催　※要問合せ
13：30～ 16：30（水）10：00～ 14：00（土）
子ども　無料 /大人　100円 /視察者　300円 /未就学児　無料

こども食堂へ支援したい
詳しく知りたいという人は
こちらまで！

6 喜色食堂

炭火焼　三
東区下木戸 1－4－1東区プラザ
第 3日曜日 11：30～ 12：30
子ども　無料 /大人　300円

8 木戸のお茶の間　子ども食堂

木戸地域コミュニティ協議会
東区中山4－2－6　木戸コミュニティセンター
最終日曜日 12：00～ 15：00
子ども　無料 /大人　300円

7 こどそう～おひるごはん食堂～

NPO法人ワーカーズコープ
東区牡丹山 1－33－23こども創作活動館
毎月第 3土曜日
子ども　無料

4 元気百倍レストランなじょも

新潟医療生活協同組合なじょも
東区上木戸 5丁目 2－1なじょも内
第1土曜日 11：30～（なくなり次第終了）
子ども　200円 /大人　200円

5 こどもカレーハウスたけお

ツクイ新潟竹尾
東区竹尾 2－13－10　ツクイ新潟竹尾
第 3火曜日 17：00～ 19：00
子ども　100円 /大人　200円

東区内のこども食堂の紹介東区内のこども食堂の紹介

新潟市東区社会福祉協議会
電話：025-272-7721　
mail：higashiku@syakyo-niigatacity.or.jp



東区内の

マップ
2022 年 10月現在
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木戸のお茶の間
子ども食堂

OHANA 食堂

こどもの茶の間

こども食堂のとある 1日
～Oh!gata みつばちの巣箱編～

9：30 準備開始！
食事作りのボランティアさんが前日から仕込みに取り組んでいます。

10：00 こども食堂オープン !
ゲームで遊んだり、勉強をしたり…
自由に過ごしています。ボランティアさんや友達と遊ぶのも楽しい！

12：00 みんなでいただきます‼

14：00 さようなら

「みんながおいしく食べてくれ
ますように」ボランティアさん
ががんばっています
1

本日のこども食堂オープン！2

一緒に遊ぼう♪3

今日のメニューはこちら。
ハンバーグがおおきい！4

作ってくれたボランティアさん
にありがとうの気持ちを込めて
「いただきます！」
5

みんなで食べるといつもより
おいしい！6

東区内にある
10か所を

　　確認してみよう！
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