滋賀の縁創造実践センター リーディングプロジェクト

遊べる・学べる淡海子ども食堂

推進事業

子ども食堂マップ（平成３０年７月２５日現在）
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1 社会福祉法人グロー
ながはまこども食堂 【長浜市】

21 若葉町自治会・ビアンネ
出会い食堂❤よっといで～❤ 【大津市】

41 きのもと子ども食堂
きのもと子ども食堂 【長浜市】

2 老いも若きも
おいわか子ども食堂「おいで屋」 【大津市】

22 日野こども食堂
日野こども食堂 ひまわりカフェ 【日野町】

42 きりっ子食堂 運営委員会
きりっ子食堂（桐原東小学校）
【近江八幡市】

3 平野学区母子福祉のぞみ会
子ども食堂平野学区のぞみ 【大津市】

23 八幡学区社会福祉協議会
はちまん 子ども食堂 【近江八幡市】

43 栗東市BBS会
栗東BBS 子ども食堂 【栗東市】

4 NPO法人CASN
晴嵐みんなの食堂 【大津市】

24 （有）管材技研 だんらんの家
だんらんの家 子ども食堂 【草津市】

44 しが健康医療生活協同組合
にじの家サロンこども食堂＆寺子屋
【栗東市】

5 はるにし子どもカレー食堂運営委員会
はるにし子どもカレー食堂 【栗東市】

25 一般社団法人
こそだてがめっちゃたのしくなる会
寺子屋食堂 【日野町】

45 柏木地区地域福祉協議会
かしわぎ「わいわい食堂」 【甲賀市】

6 NPO法人スペースウィン
地域交流スペースかりん 【守山市】

26 多文化共生支援センター
多文化子ども食堂 【草津市】

46 冒険遊び場 小松プレーパークをつくる会
子ども食堂 ぱっぱ屋 【大津市】

7 ふたば・あすなろ学級保護者会
ふたば・あすなろ食堂 【野洲市】

27 彦根市母子福祉のぞみ会
のぞみ子ども食堂 【彦根市】

47 ぜぜこども食堂運営委員会
ぜぜこども食堂 【大津市】

8 石部南学区まちづくり協議会
にぎわい広場 【湖南市】

28 子育てHappyエンジェライト
キッズカフェ・エンジェライト 【大津市】

48 ZeZeまなびや
膳所子どもカレー食堂 【大津市】

9 長浜おやこ劇場おひさまくらぶ
おひさまくらぶ 【長浜市】

29 さわやま❤ほっとライン
さわやま❤子どもほっとランチ 【彦根市】

49 ちゅうずこども食堂実行委員会
ちゅうずこども食堂 【野洲市】

10 特定非営利活動法人 わっか
わっか 子ども食堂 【米原市】

30 田上学区青少年育成学区民会議
田上っ子食堂 【大津市】

50 きりっ子食堂 運営委員会
きりっ子食堂（桐原小学校）
【近江八幡市】

11 任意団体 リエゾン
湖北子ども食堂「Ｌｉａｉｓｏｎ(リエゾン)」
【米原市】

31 食育ながはま元気っ子の会
こども食堂「元気っ子広場」 【長浜市】

51 てるてるぼうず
子ども食堂「てるてるぼうず」 【甲賀市】

12 NPO法人スープル
ピースこども食堂 【日野町】

32 スエばぁちゃん食堂
スエばぁちゃん食堂 【近江八幡市】

52 伴谷たんぽぽの会
たんぽぽ食堂 【甲賀市】

13 むさっ子食堂運営委員会
むさっ子食堂 【近江八幡市】

33 日吉台学区社会福祉協議会
日吉台 こども食堂 【大津市】

53 綾野自治振興会（綾野学区まちづくり協議会）
あやの子ども食堂 【甲賀市】

14 一般社団法人大野木長寿村まちづくり会
おおのぎ子ども食堂 【米原市】

34 社会福祉法人ほのぼの会
ほのちゃん食堂 【近江八幡市】

54 アモーレ子ども食堂
アモーレ子ども食堂 【甲賀市】

15 北郷里子どもの居場所つくろうの会
こどもの居場所「まんま」 【長浜市】

35 ホットフィールド子ども・若者支援
ヒューマンネット かんちゃんの小さな家
かんちゃんホットルーム（多文化共生・地域会）

55 社会福祉法人柏葉会 柏原保育園
かしわばらこども食堂 【米原市】

【近江八幡市】

16 おてんとさん
八日市おかえり食堂 【東近江市】

36 ひまわり
こども食堂 ひまわり 【守山市】

56 とよくに子ども食堂
とよくに子ども食堂 【愛荘町】

17 チームしらゆりボランティアの会
しらゆり子ども食堂 【大津市】

37 ビハーラ彦根
みんなの食堂「ビハーラ」 【彦根市】

57 島川ふれあい広場
島川ふれあい広場 【愛荘町】

18 子ども食堂R北尾
子ども食堂R北尾 【栗東市】

38 吉身東町自治会
子ども食堂ひがしっこ 【守山市】

58 子ども食堂 あじと
子ども食堂 あじと 【東近江市】

19 特定非営利活動法人Ｌｉｎｋｓ
かめのこ子ども食堂 【彦根市】
20 社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会
子どもたちの学習支援と居場所づくり
inのぞみ食堂 【滋賀県】

39 特定非営利活動法人
地域で創る土曜日 夢の学習

「夢の学習」料理教室 水口【甲賀市】
40 特定非営利活動法人のびっこクラブ
のびっこ子ども食堂『いしでら』 【彦根市】

59 花明かり食堂
花明かり食堂 【栗東市】
60 子どもカフェ あおぞら
子どもカフェ あおぞら 【東近江市】

61 NPO法人こどもソーシャルワークセンター
ｅａｔａｌｋ 【大津市】

81 一般社団法人 がもう夢工房
こがも食堂 【東近江市】

101児童育成支援の会 セカンドホーム未来
児童育成支援の会 セカンドホーム未来
【高島市】

62 堅田の子を見守る《かたばみ》の会
かたばみ食堂 【大津市】

82 スマイルシード
子ども食堂スマイルシード 【滋賀県】

102 ふか輪っ子
ふか輪っ子 【甲賀市】

63 NPO法人ねこ塾
みんなの食堂 「おほりばた」
【近江八幡市】

83 西出こども食堂
西出こども食堂 【愛荘町】

64 KIDSレストラン虹ボランティア運営委員会
KIDSレストラン虹 【米原市】

65 和田保護者会
和田子ども食堂 【野洲市】

84 特定非営利活動法人
地域で創る土曜日 夢の学習

「夢の学習」料理教室 信楽 【甲賀市】
85 特定非営利活動法人
地域で創る土曜日 夢の学習

「夢の学習」料理教室 甲南 【甲賀市】

66 しが健康友の会
坂本民主食堂 【大津市】

86 菩提寺まちづくり協議会
菩提寺「すくすく食堂」 【湖南市】

67 美崎つくし
美崎つくし 【守山市】

87 安曇川住民福祉ネットワーク
安曇川ふれあい子ども食堂 【高島市】

68 そば宇宙
宇宙庵（ソラアン） 【守山市】

88 豊かな郷子ども食堂
豊かな郷子ども食堂 【豊郷町】

69 NPOこもれ日小田苅家
あじさい食堂 【東近江市】

89 りんりんちょボラ
りんりんJBC食堂 【竜王町】

70 神照地区地域づくり協議会
かみてるこども広場 【長浜市】

90 社会福祉法人グロー
てんびんの里みなみ【近江八幡市】

71 長浜地区地域づくり連合会
長浜まちなか子ども食堂 【長浜市】

91 宇川みんなのはなまる食堂
宇川みんなのはなまる食堂 【甲賀市】

72 甲良町子ども食堂実行委員会
ぷくぷく食堂 【甲良町】

92 smile door
smile door 【甲賀市】

73 縁と絆 百円食堂
縁と絆 百円食堂 【高島市】

93 おかげSUNのとが和
かふぇ和（わっか） 【東近江市】

74 西山ボランティアグループあかね
西山子ども食堂 あかね【竜王町】

94 ふらっと ふれあい食堂
ふらっと ふれあい食堂 【守山市】

75 部落解放同盟彦根支部
ｅ-場所～あなたの良い場所・居場所
【彦根市】

95 今浜自治会
今浜ハッピーレストラン 【守山市】

76 わつなぎの会
わつなぎ食堂 【高島市】

96 高宮学区社会福祉協議会 子供部会
にじのいえ 【彦根市】

77 新旭住民福祉協議会
新旭子ども食堂 【高島市】

97 I.キャンバス
緑のはらぺっこ食堂 【草津市】

78 ひよっこ
子ども食堂 ひよっこ【米原市】

98 石原産業株式会社
こども食堂りゅうりん 【栗東市】

79 特定非営利活動法人 宅老所心
楽しい放課後 心 【草津市】

99 任意団体チェルキオ
まごころレストラン 【大津市】

80 任意団体 あじっこ
おそと食堂あじっこごはん【米原市】

100 新旭駅前ふれあい食堂実行委員会
新旭駅前ふれあい食堂 【高島市】

※番号は採択順

