
　【東濃圏域の子どもの居場所等一覧】

　多治見市

　多治見市子どもの学習支援事業

場　所 〒507-0034　多治見市豊岡町1-55　「ヤマナカまなびパーク多治見市学習館」他

日　時 毎週金曜日　18:30～20:30　

内　容 学習支援

対象者 中学生

運営主体 多治見市子ども支援課（委託先：（株）トライグループ）

電話番号 0572-23-5958

メール kodomosien@city.tajimi.lg.jp

ウエブサイト www.city.tajimi.lg.jp/kosodate/kosodate/shien/gakushusien.html

備　考

　ねもとなかよし食堂

場　所 〒507-0065多治見市根本町2-　根本第３町内集会所

日　時 毎月第４土曜日　11:30～14:30

内　容 食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人200円

運営主体 ねもとなかよし食堂

電話番号 0572-27-2163

メール

備　考

　ニコニコ小泉こども食堂

場　所 〒507-0074多治見市大原町7-86-1　老人憩いの家

日　時 毎月第４土曜日（最終土曜日）　11:30～12:30

内　容 食事提供・多世代交流・地域づくり

子どもの居場所づくりだけではなく、老人世帯も来ていただき交流していきたいです。
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参加費 中学生以下100円、大人300円

運営主体 ニコニコ小泉こども食堂

電話番号 090-5119-1235

メール t.aristo-1206.y@docomo.ne.jp

備　考

　笠原未来プロジェクトぞんがぁえぇのう　ふれ愛食堂

場　所 〒507-0901多治見市笠原町426-1　笠原児童館、笠原中央公民館又は区の公民館

日　時 毎月第４土曜日　11:00～14:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円

運営主体 笠原未来プロジェクトぞんがぁえぇのう

電話番号 090-2577-1233

メール

備　考

　福ちゃん食堂

場　所 〒507-0021多治見市緑ヶ丘38　多治見修道院研修センター

日　時 毎月第２土曜日　10:00～14:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円　要支援の場合は無料

運営主体 やこ＆もこの家

電話番号 070-2211-8944

メール yakomokofukuchan@au.com

備　考

　池田ことな食堂

場　所 〒507-0048多治見市池田町7-15

日　時 毎月最終金曜日　17:00～2１:00

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・相談支援・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども300円、大人500円

運営主体 池田ことな食堂実行委員会

電話番号 0572-21-2372     090-6611-5228

メール wakinoshita@mte.biglobe.ne.jp

備　考

　まごころ食堂

場　所 〒507-0072多治見市明和町3-3　まごころカフェハニーハウス内

通年、畑作業を取り入れ、収穫の喜びを分かち合っています。季節の野菜、地元の食材を可能な限り
使って食育を行っています。

現在は配布のみで全員100円です。
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日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

参加費 高校生以下50円、大人250円（まごころ食堂のみ）

運営主体 まごころ食堂実行委員会

電話番号 0572-74-2160

メール k-kuuga.agito@yk.commufa.jp

ウエブサイト honeyhousetajimi.jimdofree.com/

備　考

　こどもにじいろ食堂

場　所 〒507-0033多治見市本町3-40

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円（コロナ対策のため、お弁当配付）

運営主体 こどもにじいろ食堂

電話番号 090-4254-3604

メール sakurairo8@outlook.jp

備　考

　あべべ食堂

場　所 〒507-0037多治見市音羽町1-227

日　時

内　容 食事提供

参加費 無料

運営主体 スパイスファクトリー

電話番号 080-6244-1188

メール spice.factory.abebe@gmail.com

備　考

　瑞浪市

　ひとり親家庭等児童学習支援教室

場　所 〒509-6123　瑞浪市樽上1-77　「瑞浪市市民福祉センターハートピア」

日　時 毎月第１～４金曜日　18:30～20:00 （祝日、年末年始除く）

内　容 学習支援

参加費 小学校高学年・中学生

運営主体 社会福祉法人　瑞浪市社会福祉協議会

まごころ食堂：毎月第１土曜日　11:30～14:00
自習クラブ：毎週土曜日13:00～15:00
フードバンク：随時

毎月第２・４日曜日　12:00～14:00
夏休み第２・４土曜日　13:00～16:00

コロナ対策のため室内飲食はしないで、お弁当を作って配付しています。8月からはファミリーマートの
フードドライブを実施予定です。

毎月第１金曜日　16:00～19:00
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電話番号 0572-68-4148
 

メール m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

備　考

　きらきら子ども食堂

場　所 〒509-6113瑞浪市和合町2-92

日　時

内　容 食事提供

参加費 大人300円

運営主体 きらきら子ども食堂

電話番号 0572-68-3544

メール

備　考

　恵那市

　恵那地域未来塾

場　所

日　時

内　容 学習支援

参加費 中学3年生

運営主体 恵那市教育委員会学校教育課

電話番号 0573-26-2111（内456）

メール gakkoukyouiku@city.ena.lg.jp

備　考

　「みんなの家」

場　所 〒509-7203　恵那市長島町正家613-10　「木point内　ログハウス」

日　時

内　容 学習支援・食事提供・居場所づくり

対象者 小・中学生

運営主体 NPO法人　みんなで子育てドロップス

電話番号 0573-22-9710

メール drops@juno.ocn.ne.jp

備　考

第１・３火曜日　17:00～19:00

毎月第３木曜日19:00～19:30フードパントリーを実施しています。（事前申込制）。学習支援みんなの家
利用家庭にも食品を配付することができます。

保険料として1講座500円徴収しています。

恵那北中学校：毎週月・火・水・木・金曜日　18:30～20:00
岩村コミュニティセンター：毎週月・火・水曜日　18:30～20:00
山岡コミュニティセンター：毎週木曜日　18:30～20:00
上矢作コミュニティセンター：毎週土曜日　18:30～20:00

「恵那北中学校」　恵那市笠置町河合９８０
「岩村コミュニティセンター」　恵那市岩村町１６５７−１
「山岡コミュニティセンター」　恵那市山岡町上手向１２２８−１
「上矢作コミュニティセンター」　恵那市上矢作町漆原44-2

毎月第４日曜日　12:00～14:00
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　食事提供の場　ともだち食堂“え～な”

場　所 〒509-7203恵那市大井町727-11　恵那市福祉センター

日　時

内　容 食事提供

参加費 有料の場合あり

運営主体 ともだち食堂“え～な”

電話番号 090-9188-7941

メール ando1964naomi@gmail.com

ウエブサイト facebookともだち食堂"え～な”で検索

備　考

　土岐市

　土岐市子どもの学習支援教室

場　所 〒509-5122　土岐市土岐津町土岐口2121-1

日　時 毎月第２～４水曜日（変更あり）　18:30～20:00

内　容 学習支援・居場所づくり

対象者 小学校高学年・中学生

運営主体 社会福祉法人　土岐市社会福祉協議会

電話番号 0572-57-6661
 

メール tokishakyo@comet.ocn.ne.jp

ウエブサイト https://www.tokishakyo.or.jp

備　考

　ときつこども食堂

場　所 〒509-5121　土岐市土岐津町高山412「高山区民会館」　

日　時 毎月第３日曜日　11:00～12:00

内　容 食事提供・居場所づくり・多世代交流・地域づくり

参加費 子ども100円、大人300円

運営主体 ときつこども食堂

電話番号 050-5307-3881
 

メール tokitsu@svk.jp

備　考

※申込みが必要な場合があります。また、場所や日時が変更となる場合もあります。

郷土料理や旬の素材、手作りにこだわり食事を提供しています。リピーターが多く、毎回行列になるなど
楽しみにしていただいています。地域の多世代交流の場になっています。

基本は毎月１回土曜日　12:00～14:00
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