
団体名（こども食堂の名前） 活動地域

A001 こども食堂「のきした」 愛媛県

A002 しおりっちこども食堂 福島県

A003 陣が前わいわい食堂 千葉県

A004 ＮＰＯ法人 奥州わらすば 岩手県

A005 ハレルヤ子ども食堂 愛媛県

A006 てらこや広場 (明治てらこや食堂) 大分県

A007 任意団体いとしのエリーズ 神奈川県

A008 こどもSOSほっかいどう（０円こどもカフェ） 北海道

A009 味生まごころ食堂 愛媛県

A010 子ども食堂ワクワクピース稙田 大分県

A011 一般社団法人キッズベース 岐阜県

A012 こども食堂 こんぺいとう 埼玉県

A013 ニコニコ食堂 奈良県

A014 特定非営利活動法人えん 岐阜県

A015 わいわい子ども食堂 愛知県

A016 豊山にじいろ食堂 愛知県

A017 smile～すまいる～ 大阪府

A018 特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブういず 千葉県

A019 やまっこ食堂 三重県

A020 あったかキッチン水元 東京都

A021 みん食Minna 福岡県

A022 竜洋こども食堂 静岡県

A023 子ども食堂虹の花 高知県

A024 特定非営利活動法人みずすまし 子ども食堂あいちゃん 徳島県

A025 ひよしだい子ども食堂 滋賀県

A026 子ども食堂「クル」 北海道

A027 NPO法人いいねきーたん食堂 大阪府

A028 いずみワクワク食堂 宮城県

A029 サンデーランチわいわい（極楽学区地域福祉推進協議会） 愛知県

A030 みんなの食堂 群馬県

A031 にっこりキチン 東京都

A032 嵐山こども食堂 京都府

A033 二日市こども食堂 あさがお 福岡県

A034 特定非営利活動法人ＮＥＸＴしらかわ みらい子ども食堂 福島県

A035 星の宮わいわい食堂 愛知県

A036 特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて（きたもとこども食堂）埼玉県

A037 スマイルこども食堂 愛知県

A038 うらしまみんなの食堂 広島県

A039 ありがとう 京都府

A040 子ども食堂ほっとライス 愛知県

A041 あーぶくたった 福岡県

A042 みんな食堂 神奈川県
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A043 赤城子ども食堂 千葉県

A044 一般社団法人3ぴーす58 沖縄県

A045 ときわ平こども食堂の会 千葉県

A046 NPO法人たすけあい佐賀よってこランドこども食堂 佐賀県

A047 子ども食堂ひみつきち 佐賀県

A048 若王寺子ども食堂の会 兵庫県

A049 みんなの居場所にこにこ 青森県

A050 一般社団法人日本幼児食協会（mogmoこども食堂） 愛知県

A051 そらみつキラキラ子ども食堂 奈良県

A052 夏休みこどもランチ会 沖縄県

A053 だしの風子ども食堂 新潟県

A054 ゆずり葉こども食堂 千葉県

A055 江平レストラン 宮崎県

A056 すさみこども食堂 和歌山県

A057 NPO法人 B-Net子どもセンター B-Net子ども食堂 千葉県

A058 一般社団法人子どもの広場あがぺハウス 沖縄県

A059 東吉野こどもと楽しむ会 奈良県

A060 子ども食堂★ラプセット 北海道

A061 社会福祉NPO団体つむぎ 北海道

A062 豊田こども食堂の会 富山県

A063 信州子ども食堂ｉｎすわ ちゃんちゃんこ 長野県

A064 岩槻子どもはるみ食堂 埼玉県

A065 特定非営利活動法人 虹花 鹿児島県

A066 NPO法人ワーカーズコープ 東京都

A067 よっといで！＠北地区 岐阜県

A068 koharu日和 群馬県

A069 もーぐもっく 北海道

A070 すぷうん食堂 山形県

A071 つばめ地域食堂 新潟県

A073 Cha-Ashibi 沖縄県

A074 とまり木 群馬県

A075 特定非営利活動法人日和 香川県

A076 一般社団法人美穂の里 せきしん子ども食堂 新潟県

A077 こまがたつくし 群馬県

A078 昭和ぶんぶく食堂 京都府

A079 わくわくキッチンin楽人 長野県

A080 横須賀みんなのカレー食堂 神奈川県

A081 こすどっ子食堂 新潟県

A082 移動子ども食堂 てくてく 愛媛県

A083 コミュ・きっちん天香 長野県

A084 こどもにじいろ食堂 岐阜県

A085 新松戸ぶらり食堂 千葉県
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A086 子ども食堂 まねきねこ 香川県

A087 一般社団法人子どもの居場所こばんち 沖縄県

A088 あったか広場やまがた 岐阜県

A089 心の森子ども食堂「マザーリーフ」 三重県

A090 青空ママ応援食堂らくまる 埼玉県

A091 NPO法人ワーカーズコレクティブ風車 千葉県

A092 やなぎまち子ども食堂in空満 富山県

A093 こども食堂ナツサンカレー 和歌山県

A094 あかね食堂～My Home～ 兵庫県

A095 特手非営利活動法人 未来への扉 山梨県

A096 おすそわけごはん・葛が谷パントリー 東京都

A097 みやきたこども食堂 和歌山県

A098 みんなのあそびば 沖縄県

A099 ジョイフルキッチンみんなの食堂 埼玉県

A100 一般社団法人すくすく広場 埼玉県
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