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※1１ふじみ食堂については、開催場所非公開のため、
地図上には掲載しておりません。

○現在、練馬区内で活動中の団体のうち、
区へ問合わせ先等の情報提供をいただいている団体の一覧です。
○活動内容、活動日、参加申込方法などの詳細は、
各団体へ直接お問い合わせください。

【食堂からのお願いなど】
①事前予約の有無 ②料金 ③アレルギー対応 ④保険加入状況
⑤個人情報に関すること ・その他

団体名50音順
名称

１

２

３

４

５

６

問い合わせ先

開催場所（所在地）
最寄りの交通機関

大泉まちの
子ども食堂

団体名 NPO法人
まちの駅大泉学園
担 当 並木
電 話 090-6712-9158

まちの駅大泉学園
（大泉学園町5-6-17）
西武池袋線 大泉学園駅からバス10分
「大泉郵便局」バス停徒歩2分

交流食堂
じゅげむ

団体名
練馬区立はつらつセンター豊玉
（社会福祉法人 奉優会）
担 当 松葉
電 話 03-5912-6401
（午前9時～午後9時）

社会福祉法人 奉優会
練馬区立はつらつセンター豊玉
（豊玉中3-3-12）
※60歳以上の区民を対象とした
施設の喫茶コーナーで開催
西武池袋線・大江戸線練馬駅から徒歩10分
（練馬駅からのバスもあります。）

桜台子育て
応援食堂

練馬バプテスト教会ホール
団体名 非営利型一般社団法人
（桜台5-18-3）
東京子ども子育て応援団
西武池袋線・大江戸線練馬駅から徒歩7分
桜台子育て応援食堂事務局
※弁天通りを徒歩7分、
担 当 河野
練馬二郵便局を開進第二小学校方向に
電 話 080-5503-7151
右折して５０メートルの白い教会

石神井
ゆうやけ
子ども食堂

団体名 フリースペース
なゆたふらっと
担 当 鈴木・佐藤
電 話 03-3997-9324
（受付時間：(水)・(金)の午後1時30分
～5時）

ダイコン
こども食堂

太陽の子
東大泉保育園
こども食堂

団体名 ダイコンこども食堂事務局
担 当 只野
メール daikon@wishseed.net

団体名 ＨＩＴＯＷＡ
キッズライフ株式会社
担 当 木村・星
電 話 03-5947-5880
（受付時間：午前9時～午後5時）

なゆたふらっと
（石神井町1-24-6 原田ビル3階）
西武池袋線 石神井公園駅から徒歩3分

春日町青少年館
（春日町4−16−9）
都営大江戸線 練馬春日町駅から徒歩１分
※春日町青少年館に、
郵送物等の直接送付はご遠慮ください。

太陽の子 東大泉保育園
（東大泉2-9-16）
西武池袋線 大泉学園駅から徒歩10分

開催日・時間等
ホームページ等

食堂からのお願いなど

毎月第2土曜日
受付時間 正午～午後1時30分
終了時間 午後2時
（Facebook）
https://www.facebook.com/まちの駅大泉学
園-518954241505597/

①予約不要
②料金：子ども：100円 付添いの大人：100円
③非対応（事前要相談）
④食品衛生等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載していません
・マスコミ関係の方への対応は、遠慮させて頂いています。

毎月第3火曜日
（変更あり要問合せ）
受付時間 午後5時30分～
食事時間 午後6時～7時
定員 50名程度
（HP）http://toyotama.foryou.or.jp/

①予約不要
②料金：16歳未満：無料 16歳以上：300円
・16歳未満は、保護者の方が事前登録手続きに要来館
③非対応
④加入なし （施設での加入している保険対応）
⑤開催時に、利用者へ周知用として使用する旨を説明
・孤食解消と世代間交流を目的とした交流食堂です。

毎月第2、4火曜日
午後5時30分～7時30分
（ＨＰ）http://kodomoshokudo.com

①予約不要
②料金：子ども・保護者：無料、その他：300円
③対応 (要相談)
④食中毒・怪我等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載していません
・マスコミ、政党、学究団体の見学はご遠慮頂いてます。

毎月第1金曜日・第3日曜日
午後6時～8時
（ブログ）http://nayutaflat3.blogspot.com/

①当日午後5時までに事前予約（メールまたは電話）
②料金：子ども：無料 大人：300円 特例あり
③対応 ※一部対応できない場合も
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤対象となる方に了承を得て、写真等掲載
・地域の人の居場所として多くの人に開放しています。

不定期
午後5時30分～8時
※公共施設のため予約状況で
変更あり
（食事時間は午後7時から）
（HP）https://www.wishseed.net/

①予約不要
②料金：子ども：無料 大人：300円
③非対応
④食品衛生等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載していません
・初めて参加される際は、事前申し込みをお願いします。

毎月第4木曜日
午後5時30分～7時
（食事時間は午後7時まで）
（HP）https://www.kidslifenursery.com/base/nerima/higashioizumi/

①前日午後5時までに事前予約（電話）
②料金：子ども：100円 大人：300円
③非対応
④食中毒・怪我等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載していません
・未就園児や小学生と、その保護者が対象です。
・小学生がひとりでも入れる食堂ですが、お迎えは保護者
または指定の方でお願いします。

【食堂からのお願いなど】
①事前予約の有無 ②料金 ③アレルギー対応 ④保険加入状況
⑤個人情報に関すること ・その他

名称

７

８
９
10

11

てへっ！
こども食堂

問い合わせ先

団体名
一般社団法人地域けあサポート４７
担当 加藤
電話 090-9324-3373
メール
katou.47th@chiikihoukatsucaresystem.or.jp
Twitter
https://twitter.com/nerima_tehe

どんぐりの家
こども食堂

団体名 どんぐりの家
担 当 新井
メール
dongurinoie.doshida@gmail.com

ねりま
こども食堂

団体名 NPO法人ねりまこども食堂
担当および電話、メールアドレス
・金子 070－1315－0141
・真宗会館 藤井 03-5393-0810
・ねりまこども食堂
gohan@nerima-kodomo.net

ふじみ食堂

団体名 社会福祉法人ぐらんま
電 話 03-3825-0021
（事務所電話を転送で受けていま
す。）

ふろしき
こども食堂

団体名 認定NPO法人アビリティクラブ
たすけあい練馬たすけあい
ワーカーズふろしき
担 当 庄子
電 話 03-5999-1030
（受付時間：月～金は午前9時～午後
6時、土は午前9時～午後1時）
actfuro@oak.ocn.ne.jp

開催場所（所在地）
最寄りの交通機関

練馬区春日町周辺にて開催

春日町会館／春日町地域集会所／われもこう
ビル1階／かやの木事業所／ふれあい市場
など
※都度ホームページ／壁新聞／Twitterなどで
ご連絡します。

どんぐりの家 （土支田2-22-15）
都営大江戸線 光が丘駅より徒歩：約20分
バス：みどりバス保谷ルート
「土支田地域集会所」バス停徒歩5分
バス：土支田循環
「高松幼稚園西」バス停徒歩2分

真宗会館2階食堂
（谷原1-3-7）
西武バス「高松3丁目」バス停徒歩1分

（非公開）

ふろしき事務所
（練馬4-17-2 グリンデル豊島園102）
西武池袋線 豊島園駅前 ファミリーマート隣

開催日・時間等
ホームページ等
(3月から再開）
毎月第2水曜日 第4水曜日
午後5時～8時
開催情報お問合せ先
（HP）https://teamroom.jp/homepage/6844
一般社団法人地域けあサポート４７
かやの木事業所（春日町1-12-1）
「壁新聞」 にて発表

毎月第１土曜日
午前11時30分～午後2時
（Facebook)
https://www.facebook.com/dongurinoie.dosh
ida/

月曜日（月2回）
午後6時～8時
（HP）http://nerima-kodomo.net

―

（コロナ禍のためお弁当配布に切り替えて
います。）
毎月第3金曜日
午後5時30分～6時30分

食堂からのお願い
①＜登録制＞集団給食による登録制。基本的には予約制
ですが、当日受付可能です。
【緊急事態宣言時】お弁当配布：予約制（当日午前まで）
限定40食配布です。
②料金：200円
③非対応 ※イベント時は、お弁当を持参し参加ください。
④食中毒・怪我等に対応できる保険に加入
⑤てへっ！こども食堂及びその主催団体一般社団法人
地域けあサポート４７と個人情報契約を結びます。
・連絡ツールで今後ICTを使用しますが、その際も上記と
同様に個人情報契約を結びます。
①予約不要
②料金：子ども：200円 大人：500円
③非対応
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤対象となる方に了承を得て、写真等掲載ほか
・子ども、大人、障害の有無問わず、
どなたでも利用できます。
①予約不要
②料金：子ども：無料 大人：300円
③対応 ※ブュッフェ形式のため
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤対象となる方に了承を得て、写真等掲載ほか
・困難を抱える家庭の親子を対象としています。
①予約不要
②料金：200円
③非対応
④賠償責任保険に加入
⑤個人情報は一切掲載していません
・初回参加の時に保護者の承諾書が必要です。

①要予約（前々日までに電話予約） ※30食限定
初めて利用する方にはお名前、連絡先を伺います。

②料金：子ども：無料 大人：300円
③非対応（要相談）
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載しない

【食堂からのお願いなど】
①事前予約の有無 ②料金 ③アレルギー対応 ④保険加入状況
⑤個人情報に関すること ・その他

名称

12

13

ゆうじ君
こども食堂

らくぜん
子ども食堂

開催場所（所在地）
最寄りの交通機関

問い合わせ先

団体名 四季の味処「並木」
担 当 中島
電 話 03-5984-2344
（受付時間：平日の午前11時～午後2
時・午後6時～午前0時）

団体名 NPO法人楽膳倶楽部
担 当 清宮
電 話 03-6915-6300
（受付時間：平日の午前9時～午後5
時）

練馬区 こども食堂 ＭＡＰ
編集・発行 練馬区地域文化部協働推進課
電話 03-5984-1247 ＦＡＸ 03-3557-1351

四季の味処「並木」
（豊玉北5-31-5）
西武池袋線 練馬駅から徒歩3分

NPO法人楽膳倶楽部
（旭町1-31-4）
都営大江戸線 光が丘駅から徒歩15分

開催日・時間等
ホームページ等

食堂からのお願い

毎月第2火曜日
午後6時～午後8時

①予約不要
②料金：子ども：無料 同伴の大人（高校生以上）：500円
③非対応
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載しない
・英語での対応が可能です。

毎月第1日曜日
午前11時～午後2時 （おべんとう配布）

①予約不要 ※ただし、無くなり次第終了
②料金：一律300円
③非対応
④食品衛生・怪我等に対応できる保険に加入
⑤個人情報は一切掲載しない
・終了直前にいらっしゃる場合は事前にご連絡ください。
・対象は限定していません。

メール KYODOSUISHIN@city.nerima.tokyo.jp

