
第5回_ファミリーマート基金冬募集_採択団体一覧

No.  団体名 都道府県名

1 かでるの会 北海道

2 エスクル岩手 岩手県

3 特定非営利活動法人FutureSeeds 岩手県

4 いわぬま・こども食堂+（プラス） 宮城県

5 しおかぜホーム 宮城県

6 宮城めぐみ韓日交流クラブ 宮城県

7 みんなの居場所づくり「ぱすてる」 山形県

8 NPO法人レインボー88 福島県

9 いなわしろ地域食堂まんまる 福島県

10 こども食堂かなう 埼玉県

11 さしおうぎ子ども食堂 埼玉県

12 みんな食堂たんぽぽ 埼玉県

13 楽しく食育クラブ 埼玉県

14 久喜こども応援隊わくわく 埼玉県

15 子ども食堂のびのび 埼玉県

16 所沢みんなの食堂ぬりもり 埼玉県

17 こども食堂『プラス八幡ごはん』 千葉県

18 みんなの家こっこ 千葉県

19 松葉町こども食堂 千葉県

20 森の食堂 千葉県

21 任意団体　畑沢HELP  畑沢こども食堂 千葉県

22 柏井こども食堂 千葉県

23 あきしまこどもクッキング 東京都

24 がるまる 東京都

25 ころころ食堂☆高井戸 東京都

26 みんなのリビング 東京都



27 ユニバーサルこども食堂 東京都

28 子ども食堂おぎよん 東京都

29 特定非営利活動法人　こあら村 東京都

30 アクティヴ•ママ 神奈川県

31 いちさわラボ 神奈川県

32 こども食堂がじゅまる 神奈川県

33 こども食堂ハレの日ケの日 神奈川県

34 こぼんのう 神奈川県

35 まんぼう子ども食事 神奈川県

36 子どもみらい食堂 新潟県

37 認定ＮＰＯ法人地域たすけあいネットワーク 新潟県

38 豊田こども食堂の会 富山県

39 特定非営利活動法人かさじぞう 福井県

40 地域たすけあいの会 岐阜県

41 和っとひろば@西地区 岐阜県

42 こども食堂MAGOKORO 静岡県

43 らーごむの会 静岡県

44 食でつながる心の輪の会 静岡県

45 NPOなごやAsoviva 愛知県

46 Peeka-bo(^o^)o 愛知県

47 こども食堂スマイルにっ! 愛知県

48 せんなり子ども食堂 愛知県

49 みんなのがっこう 愛知県

50 やまぐちさんちのハピネス食堂 愛知県

51 一般社団法人インクルーシブのわみ 愛知県

52 子ども食堂　manmaハウス 愛知県

53 社会福祉法人ひまわり福祉会　くすの木 愛知県

54 清須あおぞら子ども食堂 愛知県

55 西福寺おかげさま食堂 愛知県

56 天白こども食堂 愛知県



57 南陽ニコニコ食堂　みんなとつながる 愛知県

58 白鳥学区地域福祉推進協議会 愛知県

59 NPO法人NCMジャパン京都事務所 京都府

60 こども食堂わだち 京都府

61 空き家バンク京都子ども食堂 [1] 京都府

62 子ども食堂さくらんぼハウス 京都府

63 昭和ぶんぶく食堂 京都府

64 特定非営利活動法人ひと・まち・ジャンクション 京都府

65 たけしろみんなの食堂 大阪府

66 てんどう子ども食堂 大阪府

67 とも淀キッチン♪ 大阪府

68 にっこりキラキラこども食堂 大阪府

69 ボランティアグループ　やかみっこキッチン 大阪府

70 泉信和にっこり食堂 大阪府

71 FigTreeこども食堂 兵庫県

72 zuttoegaoこども食堂 兵庫県

73 ぽれぽれKOBE 兵庫県

74 子ども食堂　ほんわかキッチン 兵庫県

75 おひさん食堂 奈良県

76 たかだまちこども食堂 奈良県

77 歩味こども弁当プロジェクト 奈良県

78 すさみこども食堂 和歌山県

79 チームカーネーション 和歌山県

80 冒険こども食堂 和歌山県

81 藤子食堂 岡山県

82 ふかわ子ども食堂 広島県

83 NPO団体XOXO（きっす） 徳島県

84 居場所カラ・ふる 徳島県

85 teamジョイアスキッチン 香川県

86 NPO法人チャイルドガーディアンズ北九州 福岡県



87 ふくおかこども食堂実行委員会 福岡県

88 高須子ども食堂カリス 福岡県

89 きゅうらぎみんなの食堂彩り 佐賀県

90 特定非営利活動法人佐賀県地域生活支援ネットワーク 佐賀県

91 荒尾すこやか食堂（桜山） 熊本県

92 山鹿こども食堂百華 熊本県

93 社会福祉法人光明童園 熊本県

94 てらこや広場 大分県

95 公益財団法人すみれ学級 大分県

96 スマイルキッチン「にんぎまんま」 鹿児島県

97 志布志子ども食堂 鹿児島県

98 テンプル食堂おきなわ 沖縄県

99 一般社団法人宜野湾子どもゲンキ食堂 沖縄県

100 一般社団法人子どもの居場所こばんち 沖縄県



[1] 返信システムがこの値を更新しました。


