
札幌市内子ども食堂等一覧（令和5年5月18日現在）  

子ども食堂等名 開催住所 開催日時 参加費等 連絡先

中央区

子ども食堂　ぽんぽこ
中央区南3条西10丁目1000-1
ラーメン札幌軒

毎週木曜
16:00～19:00

中学生以下無料
高校生100円
保護者200円（2人目以降は500円）

080-6065-7929

行啓通こども食ハウス
かもくどう

中央区南14条西8丁目5-50
ボックス

毎週火曜・木曜・土曜
17:00～19:00

無料（中学生以下の子どものみ）
011-511-9011

✉kudou@box-group.net

行啓通り子ども食堂 中央区南14条西7丁目2-2
第4土曜 16:00～17:30
※詳細は団体ホームページにより
ご確認ください

子ども無料（大学生以下）
011-596-0074

✉gyokeikodomo@gmail.com

すすきのこどもCafeわくわく
中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園

第3月曜
17時～20時
※変則月あり。詳細はお問い合わせくだ
さい。

子ども10円
大学生100円
保護者200円
一般大人500円

090-7055-6729

おいしくまなぼう　なまら食堂
中央区南2条西10丁目6-2
PPCﾋﾞﾙ7階

不定期
高校生以下無料
大人300円

011-280-5225

みらいこどもCafé 中央区南1条西8丁目11-2
不定期
17:00～19:00

小・中学生100円
大人300円

0120-312-296
✉info-sapporo-sweets@sanko.ac.jp

cafee19(カフェ塾）
中央区大通西13丁目4-120
ジェネシスビル6F

毎週水曜下校後〜19：00
毎週土曜11：00〜19：00
※2020/12/24下校後～19：00
　2020/12/26～2021/1/16（月～土曜）
11：00～19：00
※詳細は団体ホームページによりご確
認ください

小学生無料
011-232-1955

✉odori@cafee19.net

子ども食堂pono（ポノ）
中央区南1条西24丁目1-11
LEADビル3階

毎月第2日曜
11：00～13：30

小学生以下無料
中・高生200円
保護者300円
その他500円

080-5832-0718
myu_512myu_512@yahoo.co.jp

子ども食堂ラプセット
※開催住所はお問い合わせくだ
さい。

月4回火曜 16:00～18:00
（予約制）

子ども200円
保護者300円
大人500円

090-9528-7637
✉hokkaido.neuvola.somu@gmail.com

子ども食堂ななかまど
中央区南4条西5丁目10-1
つむぎビル2階

毎週月曜・水曜・金曜
16：00～19：00

子ども100円
大人（テイクアウトのみ）300円

011-252-7702
✉contact@nanaen.com

創成東の地域食堂おかって 中央区南3条東4丁目
2か月に1度、土日開催（不定期）
※詳細はお問い合わせください。

無料～500円（都度変動あり）
※詳細はお問い合わせください。

011-838-1808

森のあれとぽ食堂
中央区盤渓213
みなぱの森 森学舎

毎月第2金曜
16:00～18:00

中学生まで100円
大人300円

011-211-4766
✉aretopo1511@gmail.com

子ども食堂めりぃ
中央区北1条東6丁目10番地9
マックスバリュ北1条東店2F
くつろぎ広場

毎月第3水曜
17:30～19:30
※詳細はHPをご確認ください。

高校生以下200円
保護者600円
※料金の減額制度あり。詳細は
HPをご確認ください。

https://www.merryrise.or.jp/

子ども食堂　ゆいカフェ
中央区南9条西16丁目3-7
ぴあのぴあの

毎月第2水曜
15:00～19:00

中学生以下無料
大人500円

090-2073-7033
✉awk74876@yahoo.co.jp

※掲載許可をいただいた団体の情報を掲載しています。

※現在休止中の団体や日程等を変更して開催する場合などがあります。

詳細は、各団体のホームページや電話・メールで直接ご確認ください。
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北区

こども食堂りあん
北区北39条西5丁目2-12
麻生キッチンりあん

毎月第3金曜
18:00～20:00

子ども100円
大人500円

011-707-9923
✉rrian@asabu.or.jp

トワイライトこども館 同上
毎週金曜 18:00～21:00
（※前日18:00までに予約）

要問合せ 同上

Kacotam_へるすたでぃ拠点 同上
毎週水曜18：30～20：30
毎週土曜10：00～12：00、13：00～15：00

500円
070-4799-8867

✉info@kacotam.com

なかよし食堂
北区新琴似2条6丁目4-19
地域交流拠点ピリカ

毎月おおむね2回
※詳細はお問合せください

高校生以下100円
保護者300円

011-792-5524
✉pirika@roukyou.gr.jp

太平こどもの家
北区太平6条6丁目4-5
札幌北部教会

①毎週火曜10:30～15:00
※詳細はお問い合わせください
②毎週金曜10:00～12:00（要予約）

①1家族200円+実費
②月会費2,000円

011-771-4410
✉YIU09653@nifty.com

新琴似・子どもと家族の食堂
”キラっと”

北区新琴似10条2丁目
勤医協北在宅3階

毎月第3土曜
11:00～12:30（予約制）

子ども(高校生まで)無料
家族200円

090-1528-3184

きたカフェ★ぽっぴぃ
北区北29条西7丁目3-15
北会館

毎月第2水曜日
17:00～18:00

令和4年度はテイクアウト（カレー）
のみ
子ども0円
大人のみ200円

011-726-4055

こども食堂よるちせ
北区新琴似3条8丁目1-45
新琴似西会館

隔週土曜
13:00～14:00
※詳細はNPOボラギャングHPよりご確
認ください。

こども・保護者 無料
090-1948-9674

✉volungangnpo@gmail.com

こども食堂あさちせ
北区新琴似2条10丁目3-18
杉村第二マンション102号室

毎週水・木曜
7:00～8:30／12:00～13:00
※詳細はNPOボラギャングHPよりご確
認ください。

同上 同上

こども食堂ひるちせ

下記①、②で不定期開催

①北区新琴似3条8丁目1-45
　新琴似西会館
②北区新琴似2条10丁目3-18
　杉村第二マンション102号室

不定期開催　※少人数・予約制
平日の場合は18:00～19:00
土曜の場合は13:00～14:00

※学校の長期休業中の開催もありま
す。詳細はNPOボラギャングHPよりご確
認ください。

同上 同上

おうち食堂
北区篠路4条9丁目15-10
篠路まちづくりテラス和氣藍々

不定期
14:00～19:00（食事17:00頃～）

子ども100円
大人300円

011-788-3146
✉shinoro-wakiaiai@roukyou.gr.jp

みなぱ
北区北28条西5丁目1-26
3階　みなぱ

第1金曜日　15：30～19：00　学習支援、
遊び　(食事は16：00～)　
第3土曜日　10：00～15：00　学習支援、
遊び　(食事は11：00～)

子ども無料
大人500円

090-1649‐7311
✉kizuna.hoikuen@sky.plala.or.jp

アートみんなの食堂ゆりがはら
北区百合が原1丁目1-1
アートチャイルドケア札幌百合が
原保育園内

隔月日曜
11：15～13：00
※開催日時は団体HP（アートチャイルド
ケア株式会社　
https://www.the0123child.com/）トップ
の「お知らせ」でご確認ください。

一律100円
（子ども・大人とも同額）

011-207-0123

百合が原こども食堂
北区百合が原公園210
レストラン百合が原

毎月第2・第4月曜日
※祝日の場合は火曜日

中学生以下無料
保護者、高校生以上300円

011-774-3522（店舗：14～16時）
✉yurigahara.kodomoshokudo@gmail.com
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東区

地域食堂きらりの 東区東雁来12条4丁目1-18
毎月第4土曜 10:00～13:30
（※要申込TEL）

中学生以下100円
高校生以上300円

011-789-8800
✉takayuki_yoshioka@houseikai.or.jp

ゆるきち 東区北25条東6丁目3-2
毎週火曜 16:00～20:30
毎週日曜 13:00～20:30

中高生100円
※中学生～18歳以下対象

011-299-2545
（開館時間中のみ）

070‐4799‐8867（代表）
✉info@kacotam.com

ル・クレエ 東区北13条東3丁目1-3
毎週火・水・木・日曜
17:00～20:00（要申込）

無料
011-742-0880

✉hajime_stlo@ezweb.ne.jp

ハーベストガーデン
東区北37条東9丁目2-19
スワンカフェ＆ベーカリーハーベ
ストガーデン札幌店

平日 17:00～18:00
高校生以下300円
大人500円

011-721-7000
✉swansapporo.no1@gmail.com

地域子ども食堂
「ひんなひんな」

東区東苗穂13条3丁目26-33
札苗北会館

毎月1回第3日曜
（三連休の場合は土曜）
※詳細はお問い合わせください

軽食コーナー参加費　
小学生以下無料
中学生以上300円
お持ち帰り300円

090-3778-6408
　FAX 011-644-9319
✉npo_boukenclub@yahoo.co.jp

札幌わらしべ園地域食堂 東区苗穂町3丁目2-35

毎月第1土曜
11:30～15:00
※春・夏・冬休み中は月2回開催
   詳細はお問い合わせください

大人200円
子ども100円

011-776-7981
✉naebojimu@hotmail.com

アートみんなの食堂もとまち
東区北26条東12丁目1-10
アートチャイルドケア札幌元町保
育園内

隔月日曜
11:15～13:00
※開催日時は団体HP（アートチャイルド
ケア株式会社　
https://www.the0123child.com/）トップ
の「お知らせ」でご確認ください。

一律100円
（子ども・大人とも同額）

011-207-0123

みさんが広場
東区北20条東1丁目3-6
八木店舗vol.2

第1～第4月曜15:30～20:00
中学生以下無料
高校生200円
その他300円

011-303-8108
✉koyomikai@gmail.com

こども食堂　あっかんべぇ
東区北49条東10丁目2-3
コーポ菊地

毎月第2・第4土曜
16:00～18:00

高校生以下無料
大人300円

080-5274-9687

ゆづきしょくどう 東区北12条東13丁目2-15
毎月第2火曜
17:00～20:00
祝日・年末年始などによる変動あり

中学生以下無料
高校生以上200円

011-741-9000
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白石区

白石区菊水元町1条5丁目2-9
アイビー

毎月第3土曜 12:00～（※要申込）
第1・4水曜 朝6:30～7:30
※朝は令和2年10月から開催

子ども無料
大人100円

011-867-9568
080-1886-3707

✉fujino@ivy-job.net

白石区北郷2条4丁目2-18
ラーメンの家康

毎月週末 不定期開催（※要申込）
子ども無料
大人100円

同上

北郷わいわい子ども食堂
白石区北郷7条9丁目6-3
地域カフェピリカ

毎月第1木曜 17:00～
毎月第3土曜 12:00～

乳幼児無料
小・中学生100円
高校生以上300円

080-1893-1368

みんなの食堂きらり
白石区菊水4条1丁目8-17
菊水ビル3階みずほ食堂

毎月第3土曜
開場 16:00～（食事 17:00～）

子ども(中学生まで)50円
大人200円

090-7055-1426
✉sakai@kin-ikyo.or.jp

トロワの畑こども食堂
白石区本郷通6丁目北1-23
（えこふりぃ）

毎月第3日曜 11:00～13:30
子ども5円
保護者300円

http://troiiis.com/

地域食堂ポレポレキッチン
白石区栄通17丁目1-26
スープカレー　ポレポレ

毎月1回木曜
17:00～19:00
（弁当配布のみ　要予約）

大人300円
子ども（高校生まで）150円
福祉手帳所持の方150円

011-851-0086

川北おうち食堂
白石区川北2条2丁目7-10
川北会館

毎月第3日曜 12:00～
幼児・小学生100円
保護者・大人（中学生以上）200円

090-3114-8790

ふれあいひろば　どんぐりっこ
白石区栄通20丁目5-6
ヴィラ20　1F

毎月第3水曜
15：00～18：00（弁当配布11：30～）
毎月第1木曜
17:00～19:00
※変動あり。弁当配布なし

中学生以下100円
大人200円

080-3265-2360

ラパンみんな食堂 白石区菊水元町2条3丁目4-18 毎月第2水曜
子ども200円
保護者300円
大人500円

011-598-8778

カフェみるここ 白石区川北1条2丁目17-15
毎月第2金曜
17：00～19：00

中学生以下200円
高校生以上300円

✉cafe.mirukoko@gmail.com

東札幌子ども食堂
白石区東札幌2条4丁目3-14
東札幌会館2階

毎月1回　不定期
16：30～19：00
※詳細はお問い合わせください。

高校生以下100円
その他300円

090-1305-9836

厚別区

こども食堂「もくきち」
厚別区厚別中央4条4丁目1-21
もくばコミュニティハウス

毎月第4木曜
おやつタイム15:00～17:00
食事17:00～19:00

乳幼児無料
小中学生200円
保護者300円
その他500円
おやつ50円

090-5985-7112

コミュニティレストランと～くる
厚別区厚別中央4条2丁目12-15
コミュニティレストランと～くる

毎週土曜11:30～15:30
※春・夏・冬休み期間中は毎日

小学生200円
中高生300円
保護者500円

011-398-4317

もみじ台子ども食堂つぼみ
厚別区もみじ台北6丁目1-6
サービス付高齢者住宅アリビオ
もみじ台

毎月第3木曜16:30～18:00
 （最終受付17：30）

子ども100円
保護者300円
その他600円

080-1876-3184
✉tsubomi_kodomo@yahoo.co.jp

コミュニティサロン
「あじさい食堂」

厚別区もみじ台北7丁目1-1
もみじ台管理センター2階

毎月第2・第4金曜
17:00～19:00

幼児無料
小中学生100円
高校生200円
保護者300円
一般500円

090-9516-0232

厚別子どもカフェ
厚別区厚別中央2条1丁目1-3
カフェカントリースノウ

毎月第4木曜
12:00～17:30（※要申込）

無料 011-894-2288

北郷北13条通沿い子ども食堂
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豊平区

にじ色こども食堂：豊平区月寒
東3条7丁目4-8
本のある喫茶室「ここに。」

毎月第2・第4火曜 17:30～19:30

小学生以下無料
中学生～大学生200円
保護者300円
一般500円

090-9439-3748
✉nijishoku.happy@gmail.com

にじ色フリースペース：豊平区月
寒東3条7丁目4-8

毎月第1・第3水曜 11:00～17:00 大人200円（ランチ代別途） 同上

にじ色スクール～学生の居場
所：豊平区月寒東3条7丁目4-8
本のある喫茶室「ここに。」

毎月第3火曜日 17:00～21:00
中学生から大学生まで　8名（予約
制）無料

同上

ねっこぼっこのいえ
「おかえりひろば」

豊平区月寒東3条6丁目4-1
ねっこぼっこのいえ

毎月第3金曜（試行中）17:00～20:00
※夕食は限定20食のため、17:30～
   電話または直接予約可
※コロナ感染予防のため当面飲食を
   見合わせています。
　 詳細はお問い合わせ下さい。

無料。夕食が必要な場合は、
乳幼児100円
小・中学生200円
高校生・大人300円
※弁当持参可

080-6083-6092
✉nekkobokkohome@yahoo.co.jp

こども食堂りんごの巣
豊平区月寒中央通7丁目8-19
月寒公民館

毎月第3木曜 17:00～19:00
（要申込：電話・メール・直接）

無料
011-813-1432

✉ringonosu0@gmail.com

地域食堂かば亭
豊平区月寒東4条18丁目7
東月寒白樺会館

毎月第3火曜 17:00～19:00
※受付は18:30まで

高校生以下無料
保護者200円
その他500円

080-4109-6292
✉kabatei.tontsuki@gmail.com

天使食堂
豊平区豊平6条3丁目5-15
札幌豊平教会

休止中 無料
011-811-6838

✉toyohirachurch@jcom.home.ne.jp

夏休み宿題やろうぜ！ 同上 夏休み期間中の5日間10:00～15:00 無料 同上

朝ごは～んんん、いっしょに
食べると なお、おいしい

同上 毎月最後の月曜7:30～9：00 無料 同上

ぴらけし・みんな食堂
豊平区平岸3条5丁目4-22
平岸グランドビル本館
地域交流サロンぴらけし

毎月第4火曜 17:00～19:00
※長期休暇中はランチ受け入れ、一部
の子どものみ

子ども200円
保護者300円
その他500円

011-813-2233

こみかでこども食堂
豊平区平岸3条13丁目1-36
コミュニティカフェこみか

毎月第3月曜
17:00～19：00

高校生以下200円
大人500円

011-557-3212
✉hiragishiyouth@yahoo.co.jp

西岡こども食堂
豊平区西岡3条9丁目3-5
西岡観光ビル2階「ミラバ（未来
場）」

毎月第3火曜
17:30～19:00

中学生以下100円
高校生以上300円

080-3205-9440

ちいき食堂
豊平区平岸2条2丁目1-10
特別養護老人ホーム　アビター
レ アネックス

月2回16:00～18:00
小学生以下200円
中学生以上300円

011-821-7000
✉abitare@aizenkai.or.jp

まんぷく　ゆたか食堂
豊平区平岸4条8丁目9-8
平岸4区会館

毎月1回、不定期 幼児学生、70歳以上無料 080-5832-0718

くれよんぽっけ 豊平区中の島1条7丁目6-15 調整中のため、お問い合わせください その都度変更あり 090-1645-7341

子どもしょくどう　くまきち
豊平区豊平5条8丁目2-3
やまいちビル1階

月～土曜　10:00～18:30
（日祝・GW・お盆・年末年始は休み）

中学生以下 無料
大人 500円

011-595-8887
✉yokoyama289@yahoo.co.jp

おーでぃなり・おいしい学習さ
ぽーと

豊平区平岸1条8丁目4‐12
及川マンション202

毎週日曜
12:00～15:00

大学生まで無料
大人200円

011-376-5044
ホームページ
https://www.sapporoyouthcreation.com

シオンdeごはん
豊平区月寒東3条7丁目5-21
コミュニティサロン　シオン

毎月第4土曜
12:00～14:00（変動あり）

未就学児無料
小学生200円
中学生以上300円

080-1886-1313

わたわた食堂
豊平区中の島2条3丁目6-18
石井ビル3階

毎月第2・4土曜
10:00～15:00
上記以外に不定期開催あり。
詳細はフェイスブックページ参照。

中学生以下無料
大人500円

フェイスブック：
https://www.facebook.com/watawatasy
okudou
公式LINE：ID【@watawata】
インスタグラム：watawata_syokudou

NPO法人子どもの未来・
にじ色プレイス



札幌市内子ども食堂等一覧（令和5年5月18日現在）  

子ども食堂等名 開催住所 開催日時 参加費等 連絡先

※掲載許可をいただいた団体の情報を掲載しています。

※現在休止中の団体や日程等を変更して開催する場合などがあります。

詳細は、各団体のホームページや電話・メールで直接ご確認ください。

清田区

ぽっけ こども食堂
清田区清田1条2丁目2-2
地域さろん・ぽっけ

毎月第3水曜・第4火曜 17:00～19:00
※8月・12月は変更有

乳幼児無料
小中高生100円
保護者200円
70歳以上 300円
その他500円

011-883-6300
✉npo_w_pokke6300@almond.ocn.ne.jp

夏・冬休み企画
「一緒に宿題するかい？（会）」

同上
夏・冬休み期間中
週1回10:30～14:00

小中高生100円 同上

みんなおいでよ！
さとみ食堂

清田区里塚2条5丁目1-1
里塚・美しが丘地区センター

毎月第3土曜 12:00～13:30
高校生以下100円
大人300円

011-888-5005

子リス食堂MogMog（もぐもぐ）
清田区北野6条4丁目10－55
生活支援ハウス「静樹苑」内

毎月第4火曜 17:00～19:00
※詳細は団体ホームページよりご確認く
ださい

子ども100円
保護者200円
一般400円

011-886-8851

ひらおか子ども食堂♭
（ふらっと）

清田区平岡3条5丁目3-1
イオン札幌平岡店

主に第3金曜 16:30～18:30
中学生以下100円
保護者200円
一般500円

011-889-2960
✉nakamura@fukuro3.net

南区

真駒内子ども食堂みんなの子
南区真駒内上町3丁目2-12
ユニバーサルカフェminna内

毎月第3金曜 15:00～19:00
 （食事17:30～)

子ども100円
保護者300円
大人500円

080-1881-4269
✉siidasluftschiff@grace.ocn.ne.jp

みんなの食堂
～かわぞえSunshine～

南区川沿13条3丁目5-1
高齢者総合福祉施設サン・グレ
イス

毎月第1水曜 16:00～17:45 
（食事16:30～17:15）

乳幼児100円
小学生200円
中学生以上300円

011-571-6000
✉sangure@aizenkai.or.jp

ルチア学習塾 南区南32条西10丁目2-3 毎週水曜

子ども100円
保護者300円
その他500円
※利用には学校・障がい児相談
   支援事業所からの紹介必須

011-582-8982
✉ainabi@apost.plala.or.jp

わくわく広場
南区澄川3条2丁目6-1
澄川地区会館

毎月第3木曜 17:00～20:00
※最終受付は19:30まで

中学生以下100円
高校生以上300円
大人500円

011-812-1595

子ども食堂いるか 南区真駒内南町4丁目4-21 毎月第3火曜 16:30～18:30 1人100円
090-3118-5570

✉yua@muse.ocn.ne.jp

あれとぽ食堂
南区藤野3条7丁目5-2
ふじのカフェ

毎月第4土曜 11:30～14:00
中学生まで100円
大人300円

011-211-4766
✉aretopo1511@gmail.com

にっこり子ども食堂
南区真駒内上町3丁目2-12
ユニバーサルカフェminna

毎月第3日曜
11：30～14：00
※予約制

高校生以下無料
保護者（1世帯1名）300円
大人600円

090-2077-2939



札幌市内子ども食堂等一覧（令和5年5月18日現在）  

子ども食堂等名 開催住所 開催日時 参加費等 連絡先

※掲載許可をいただいた団体の情報を掲載しています。

※現在休止中の団体や日程等を変更して開催する場合などがあります。

詳細は、各団体のホームページや電話・メールで直接ご確認ください。

西区

あかはな子ども食堂
西区西町南9丁目2-2
西町会館

毎月第2金曜 17:00～20:30
※祝日・会館休館日は翌週第3金曜
   に実施

子ども200円
保護者300円
その他500円
※保護者とシェアする場合、
   子ども無料

090-4873-8852
✉akahana_s@yahoo.co.jp

子ども食堂ゆるり 西区八軒2条西1丁目2-6

毎月第4金曜　15:00～20:00
（食事提供は17:00～）
※変則月あり。詳細はお問い合わせくだ
さい。

同上 同上

みんなの食堂ヤッホー三角山
西区山の手3条2丁目5-20
山の手会館

毎月第4金曜
但し、コロナ禍にて弁当配布中

中学生以下100円
大人300円

011-666-2877

こども食堂わいわい
西区発寒5条7丁目1-2
発寒西小隣接 発寒交流会館

毎月第4土曜 10:30～15:00
中学生以下無料
高校生以上400円

011-671-3197

西野こども食堂kaokao
西区西野8条9丁目18-67
西野厨房だんらん

毎月第2、第4土曜 11:00～15:00
子ども300円
大人500円

090-1526-5139
✉j.rio704@f4.dion.ne.jp

こども食堂フロンティアキッチン
ふうしゃ

西区西町南21－2－15
第一ワコービル1階
コミュニティカフェふうしゃ

毎月第2火曜 15:30～17:30
テイクアウトのみ

子ども（中学生まで）100円
学生（高校生以上）200円
大人300円

090-1730-8757
011-699-6660（西野ケアセンター内）

✉s.kikuchi@kouyuukai.com

ホープ食堂
西区山の手4条1丁目1-28
ホープ札幌教会

毎月第1・3木曜 16:30～17:30
※令和2年11月から開催

無料
080-3296-2708

✉hope.shokudo@gmail.com

福井子ども食堂はらぺこ
西区福井3丁目1-9
ふくい会館

毎月第3火曜
17:30～20:00

子ども100円
大人500円

090-7659-1524
✉harapeco2021@gmail.com

二十四軒みんなの食堂『ごは
ん』

西区二十四軒2条4丁目3-20
エムズ24軒203号室

毎月第2土曜 
12:00～14:30／17:00～18:30
第4木曜
17:00～18:30

中学生以200円
高校生・大学生・保護者300円
一般500円

080-3594-3886
✉npo-ai@aichanchi.or.jp

dish
西野5条6丁目9-13
bird/leaf内

月・水・金曜（祝日を除く）
14:00～16:00
テイクアウトのみ

お惣菜（3人分程度）200～500円 ✉leaf.sapporo@gmail.com

子供食堂シェリーの台所
西区西野4条2丁目8-30
西野地区センター

毎月第3木曜 17:00～20:00

小学生以下100円
中高生300円　
保護者500円　
その他大人600円

070-8986-6612
ホームページ https://mother-life-
support.amebaownd.com/

手稲区

こども食堂ぐれ～す
手稲区曙2条2丁目4-15
グレースコミュニティ1階

毎週水曜日 17:30～18:30
弁当販売（要予約）

高校生以下100円
大人300円

090-6692-7518
✉saamakachahi@yahoo.ne.jp

ほっとるーむ・ソアレ （ていね
コミュニティカフェめりめろ）

手稲区手稲本町1条3丁目3-1
メディカルスクエア手稲2階
ていねコミュニティカフェめりめろ

毎月第1・第3月曜
17:00～20:00

無料（小学4年生～高校生まで）
※登録制

011-699-5179
✉melimelo.teine@gmail.com

夕暮れなごみ場 （ていねコミュ
ニティカフェめりめろ）

同上
毎月第4水曜
17:30～20:00（要申込）

乳幼児無料
小中高生300円
大人500円

同上

ココハルこども食堂
手稲区前田4条14丁目3-10
医療法人稲生会2階
みらいつくり食堂

毎月第3土曜 12:00～15:00
(要申込：ホームページ）

高校生以下無料
大人300円

011-500-2322
✉cocoharu.koukisakaya@gmail.com

ASTAGEこども食堂 手稲区明日風4-15-43
毎月平日の末日
17:00～18:00

大学生以下
※食べる量によって下記の参加費
子ども小　100円／子ども大　200
円
大人（保護者に限る）300円

080-7857-4277
公式ライン　:  ID  @400zkkkv

子ども食堂　庵 Anne 手稲区曙4-3-1-25
毎月第2・4火曜
16:00～19:00

中学生以下　無料
大人　300円

011-317-1726
✉guesthouseanne43@gmail.com


