
「食を通じて、子どもたちが、子どもをよく見てくれ

る地域の大人たちと出会える場づくり」に共感する、

佐倉市内の子ども食堂・地域食堂の仲間たちです。

食堂に行きたい人、気軽にいらしてくださいね。お

手伝いしたい人、新たに立ち上げたい人は、ご連絡を。

ご寄付のお申し出も、大歓迎です。

子どもたちの笑顔が、もっともっと増えますように！

＜事務局＞佐倉市社会福祉協議会

〒285-0013 佐倉市海隣寺町87番地

tel/fax 043-484-6033 / 043-486-2518

e-mail/ sakuraattaka0930@gmail.com

こちらのＱＲコードからfacebookページにどうぞ。→
各団体のブログ等へのリンクがあります。

1
[ ここにくれば、ほっとできる ]をコンセプトに居場所を開催しています。

その気持ちを大切にしてこども食堂を開いています。家庭的な雰囲気の中、

大きなテーブルを囲んで笑い声が響いています。地域の赤ちゃんから高齢者まで

毎週楽しみに来ています。       

< 住所 >　佐倉市稲荷台 1-17-1  2F

< 電話番号 >　t/f 043-235-8008

< 開催日時 >　毎水曜日 6時半〜7時半

<参加費 >　子供 100 円大人 400 円（会員 300 円）

こども食堂つき

2
地域の子どもから大人まで、みんなが笑顔で温かいご飯を食べられる

「ねっこ食堂」地域の居場所でもあり、地域ぐるみで子育て支援の輪が

広がると嬉しいですね。

<住所 >　佐倉市城 343-5　根郷公民館 3階調理室・集会室 

<電話番号 >　t/f  043-486-2954 / 090-3573-4823

< 開催日時 >　最終金曜日（月 1回）17:00 ～ 19:00

< 参加費 >　100 円

ねっこ食堂

3
おひさまカフェは志津駅北口より 1分。子どもから高齢者まで

どなたも利用できます。世代を超えておしゃべりをしながら楽しい

ひと時をすごしませんか。

<住所 >　佐倉市上志津 1669-1 ハチヤプラザビル 2F (1F ローソン )

<電話番号 >　t/f  043-290-9275 / 043-290-9276

< 開催日時 >　月Ⅰ回 第３土曜日　11:00〜15:00

< 参加費 >　小学生未満無料・小学生 100 円・中学生以上 300 円

おひさまカフェ

5
潜在的に課題を抱える子どもを見つけるために、あなたを見捨てずに見守りたい。

安心して通える居場所があれば、そして、親身に話を聞いてくれる人がいて、一歩を

踏み出せれば、あなたの人生にチャンスと希望が見えてくる。温かいごはんと笑顔が

待ってますよ！

<住所 >　佐倉市宮小路町 4-16  コミュニティカフェ  れんげ &ラッキーハウス

<電話番号 >　t/f  043-484-5807

< 開催日時 >　第１、第３土曜日 11:00〜15:00　※10月〜オープン

<参加費 >　大人 300 円・高校生まで 100 円

キッズハウスれんげ

4
一緒に作ったり、同じ場に居られなくても、誰かを思いながらご飯を食べれば、そ

れは「一緒に食べる」ということ。週に一度の、心がぽっと温かくなる日でありたい。

<住所 >　佐倉市西志津 2-13-7

< 電話番号 >　080-3150-7504

< 開催日時 >　毎週金曜日  17:00〜19:00

< 参加費 >　ワンコイン（どんなコインでも可）

<LINE 公式 >　https://lin.ee/jPwjQ4D

<Twitter>　　https://twitter.com/ohisamashokudou

夕焼けごはん

6地域食堂ともいき
山王小学校区を中心とした食堂です。こどもから高齢者までみんなで楽しく食事をしています！

　地域の方々と一緒に作り上げた食堂です。キッズスペースあります。

<住所 >　佐倉市太田 1145-1 特別養護老人ホームはちす苑内

<電話番号 >　043-484-6391( 愛光本部 )

<開催日時 >　毎月第 3水曜日

<参加費 >　￥100( 大人・子ども共通 )

<ＵＲＬ>　http://www.rc-aikoh.or.jp/

< ツイッター >　https://twitter.com/aikoh_chiba

7せんなり村　ふれあい食堂
月に一度の村のばんごはん。夕暮れを迎え、村にはたくさんの人が集まります。ふれあい食堂では

地域の方、小さなお子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで、温かいご飯をみんなで囲んで賑や

かに同じ釜の飯を頂きます。

<住所 >　佐倉市千成 3-4-3（千成幼稚園内）

<電話番号 >　043-485-3755（千成幼稚園）

<開催日時 >　月 1回、土曜日

<参加費 >　大人 300 円（賛助会員 200 円） こども 100 円

8子ども食堂 芽ぶき
2019 年 9月よりユーカリが丘・志津地区でオープンしました。 

さくら住建さんの素敵なスペースをお借りして開催します！

どなたでもどうぞ☆

＜住所＞佐倉市上志津 1790-1 SAKULOUNGE レンタルスペース

＜電話番号＞043-489-8341( 松本 )

＜開催日時＞第 3金曜日　17時～ 19時

 　（現在日程についてはブログをご確認ください）

＜参加費＞大人 300 円　子ども 100 円

＜URL＞https://ameblo.jp/mebuki-sakurashi

寺崎小学校区の地域食堂です。食堂（お弁当配布）、フードバンク活動、

居場所づくりをとおして、子どもも大人も地域みんながつながれます

ように。

〈住所〉佐倉市大崎台 4丁目 14-7　大崎台四丁目集会所

〈電話番号〉　080-3250-2728( 野島 )/080-3024-3726( 鯉渕 )

〈開催日時〉　毎月１回土曜日

〈参加費〉　　100 円 (子ども･大人共通 )

〈URL〉https://www.facebook.com/terashoku/ (Facebook)

      https://lin.ee/MpebOE9　(LINE 公式アカウント）

〈E-mail〉terashoku@gmail.com

寺崎食堂9
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①こども食堂つき

⑨寺崎食堂

https://lin.ee/XN4ka8Z 

さくらあったか食堂
LINE 公式アカウント

⑧子ども食堂　芽ぶき

②ねっこ食堂

⑥地域食堂ともいき

⑤キッズハウスれんげ

④夕焼けごはん

③おひさまカフェ

4 居場所事業を 10年以上してきたなかで様々な人と出会い、食を通し

て地域で繋がる場所が必要だと思い始めました。

〈住所〉佐倉市稲荷台 2-14-3

〈場所〉NPO 法人ワーカーズコレクティブ風車

〈電話番号〉　t/f 043-309-8667（共通）

〈開催日時〉　第 1・第 3土曜日 12:00 ～ 14:00

〈参加費〉　　子ども 100 円・大人 300 円・お福分け券使用可

〈URL〉　http://reuse.fuusha.net

みんな食堂 風車10

幼稚園給食のノウハウを生かしたこども食堂を江原台にて開店します

こどもたちの大好物をメインに、なつかしいおばあちゃんのお惣菜を

つけあわせたランチです。是非食べに来て下さい。

〈住所〉佐倉市江原台 2-28-8

〈電話番号〉　t/f　043-488-6642（共通）

〈開催日時〉　第 2土曜日　11:00 ～ 14:00

※現在、Take Out Only です。

メリーゴーランド11

⑦せんなり村　ふれあい食堂

⑪メリーゴーランド
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⑩みんな食堂　風車


