
香川県内の支援の場
ホームページへの掲載を承諾いただいた支援の場を掲載しています。

令和２年12月15日現在

No 支援の場 運営主体 市町

1 みんなのまめの木食堂 NPO法人子育てネットひまわり 高松市

2 おかえりこども食堂 宗教法人 天理教高津賀分教會 高松市

3 ヒューマン・ハーバーこどもカフェ NPO法人四国ブロックフリースクール研究会 高松市

4 居場所「くさかべんち」deホッとスペース「ショウｚ´」 一般社団法人小豆島　子ども・若者支援機構 小豆島町

5 秋寅にじいろ食堂 秋寅にじいろ食堂 丸亀市

6 ゆうゆう食堂 特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ 高松市

7 子ども食堂　はっぴーあい 子ども食堂　はっぴーあい 観音寺市

8 栗林こども食堂 香川医療生活協同組合へいわこどもクリニック 高松市

9 かねとう子ども食堂 一般社団法人かねとうみらい塾 高松市

10 アール・ツゥふれあい食堂 アール・ツゥふれあい食堂 高松市
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https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%be%e3%82%81%e3%81%ae%e6%9c%a8%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%88%e3%82%8a%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%83%92%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%80%8c%e3%81%8f%e3%81%95%e3%81%8b%e3%81%b9%e3%82%93%e3%81%a1%e3%80%8dde%e3%83%9b%e3%83%83%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%82%a6/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e7%a7%8b%e5%af%85%e3%81%ab%e3%81%98%e3%81%84%e3%82%8d%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%82%86%e3%81%86%e3%82%86%e3%81%86%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82%ef%bc%88%e3%81%af%e3%81%a3%e3%81%b4%e3%83%bc%e3%81%82%e3%81%84%ef%bc%89/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e6%a0%97%e6%9e%97%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%8b%e3%81%ad%e3%81%a8%e3%81%86%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%84%e3%82%a5%e3%81%b5%e3%82%8c%e3%81%82%e3%81%84%e9%a3%9f%e5%a0%82/


香川県内の支援の場
ホームページへの掲載を承諾いただいた支援の場を掲載しています。

令和２年12月15日現在

No 支援の場 運営主体 市町

11 子どものあそびカフェ　想いをつなげるカフェ 子どもと大人の学びを考える任意団体～子どもへのまなざし～ 高松市

12 みの元気塾 みの元気塾 三豊市

13 みんなの広場koko NPO法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ 観音寺市

14 ほっこり食堂 特定非営利活動法人子育てネットくすくす 善通寺市

15 しうんまんまる広場 特定非営利活動法人まんまるサポート 高松市

16 香川ぼしふしの会 香川ぼしふしの会 高松市

17 まんでサロン香南「こども食堂」 まんでサロン香南 高松市

18 TocoSTATION！！（トコステーション） 一般社団法人hito.toco 高松市

19 Peace ふれ愛食堂 特定非営利活動法人Peace 三豊市

20 レスパスラボ 特定非営利活動法人L'espace labo 宇多津町

21 まなびや　もも 一般社団法人　もも 高松市

22 にしくにたの笑顔食堂 宗教法人 天理教西柞田分教会 観音寺市

23 居場所ネムの木まるがめ 社会福祉法人　光志福祉会 丸亀市

24 わはは・ひろば高松 特定非営利活動法人わははネット 高松市

25 こどもおとな食堂　まんまのもり まんまのもり 三豊市

26 彩葉茶屋 医療法人社団　赤心会　彩葉作業所 坂出市

27 喫茶わかたけ 社会福祉法人　若竹会 坂出市

28
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

居酒屋 遊食房屋 観音寺総本店
株式会社 遊食房屋 観音寺市

29
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

居酒屋 遊食房屋 宇多津店
株式会社 遊食房屋 宇多津町

30
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

居酒屋 遊食房屋 高松南店
株式会社 遊食房屋 高松市

31
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

居酒屋 遊食房屋 国分寺店
株式会社 遊食房屋 高松市

32
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

遊食房屋別亭 美味休心 高松木太店
株式会社 遊食房屋 高松市

https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%b3%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e6%83%b3%e3%81%84%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%92%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bf%e3%81%ae%e5%85%83%e6%b0%97%e5%a1%be/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%a0%b4koko/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%93%e3%82%8a%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%97%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%8b%e5%ba%83%e5%a0%b4/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e9%a6%99%e5%b7%9d%e3%81%bc%e3%81%97%e3%81%b5%e3%81%97%e3%81%ae%e4%bc%9a/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%ad%e3%83%b3%e9%a6%99%e5%8d%97%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%80%8d/
https://kagawaken-shakyo.com/space/tocostation%ef%bc%81%ef%bc%81/
https://kagawaken-shakyo.com/space/peace%e3%81%b5%e3%82%8c%e6%84%9b%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%9c/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%b3%e3%82%84%e3%80%80%e3%82%82%e3%82%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%ab%e3%81%9f%e3%81%ae%e7%ac%91%e9%a1%94%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%83%8d%e3%83%a0%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%8c%e3%82%81/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%82%8f%e3%81%af%e3%81%af%e3%83%bb%e3%81%b2%e3%82%8d%e3%81%b0%e9%ab%98%e6%9d%be/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%8a%e3%81%a8%e3%81%aa%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%be%e3%81%ae%e3%82%82%e3%82%8a/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%bd%a9%e8%91%89%e8%8c%b6%e5%b1%8b/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%96%ab%e8%8c%b6%e3%80%80%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%9f%e3%81%91/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e8%a6%b3%e9%9f%b3%e5%af%ba%e7%b7%8f%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e8%a6%b3%e9%9f%b3%e5%af%ba%e7%b7%8f%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e5%ae%87%e5%a4%9a%e6%b4%a5%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e5%ae%87%e5%a4%9a%e6%b4%a5%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e9%ab%98%e6%9d%be%e5%8d%97%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e9%ab%98%e6%9d%be%e5%8d%97%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b%e5%88%a5%e9%82%b8-%e7%be%8e%e5%91%b3%e4%bc%91%e5%bf%83-%e9%ab%98%e6%9d%be%e6%9c%a8%e5%a4%aa%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b%e5%88%a5%e9%82%b8-%e7%be%8e%e5%91%b3%e4%bc%91%e5%bf%83-%e9%ab%98%e6%9d%be%e6%9c%a8%e5%a4%aa%e5%ba%97/


香川県内の支援の場
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No 支援の場 運営主体 市町

33
ゆうしょくぼうやのテイクアウトこども食堂

江戸小路鮮 遊食房屋 丸亀店
株式会社 遊食房屋 丸亀市

34 鶏日和こども食堂 鶏日和 高松鍛冶屋町店 高松市

35 ニコニコこども食堂 宗教法人 天理教香梅川分教会 東かがわ市

36 たくまこども食堂　はぴねすカフェ たくまこども食堂　はぴねすカフェ 三豊市

37 もぐもぐ café 一般社団法人　SKYあーと 丸亀市

38 放課後児童クラブ うらしまキッズ詫間 放課後児童クラブ うらしまキッズ詫間 三豊市

39 わっかふぇ アフターケア事業所わっかっか 高松市

40 サニーハウス 特定非営利活動法人 子育て応援NPOフレンズ 三豊市

41 比地大放課後児童クラブ 特定非営利活動法人 子育て応援NPOフレンズ 三豊市

42 子ども食堂「みらスタ☆カフェ」 NPO法人働く女性研究会 丸亀市

43 みき子ども食堂 みき子ども食堂 三木町

44 子どもカフェ「ポコ ア ポコ」 一般社団法人小豆島　子ども・若者支援機構 土庄町

45 市場みらいキッズスペース 市場みらいキッズスペース 高松市

46 なかよし寺子屋 なかよし寺子屋 さぬき市

47 みんなの料理教室 みんなの料理教室 さぬき市

　　お問い合わせ

　　香川県子どもの未来応援ネットワーク事務局

　　【住所】　〒760-0017　香川県高松市番町1-10-35　香川県社会福祉総合センター５階

　　【TEL】　087-861-0546（地域福祉課）

　　【FAX】　087-861-2664

　　【E-mail】omoiyari@kagawaken-shakyo.or.jp

https://kagawaken-shakyo.com/space/%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b0%8f%e8%b7%af%e9%ae%ae-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e4%b8%b8%e4%ba%80%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b0%8f%e8%b7%af%e9%ae%ae-%e9%81%8a%e9%a3%9f%e6%88%bf%e5%b1%8b-%e4%b8%b8%e4%ba%80%e5%ba%97/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%be%e3%80%80%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e3%81%af%e3%81%b4%e3%81%ad%e3%81%99%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%82%82%e3%81%90%e3%82%82%e3%81%90-cafe/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e6%94%be%e8%aa%b2%e5%be%8c%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96-%e3%81%86%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e8%a9%ab%e9%96%93/
https://kagawaken-shakyo.com/space/わっかふぇ/
https://kagawaken-shakyo.com/space/サニーハウス/
https://kagawaken-shakyo.com/space/比地大放課後児童クラブ/
https://kagawaken-shakyo.com/space/子ども食堂「みらスタ☆カフェ」/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bf%e3%81%8d%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%8c%e3%83%9d%e3%82%b3-%e3%82%a2-%e3%83%9d%e3%82%b3%e3%80%8d/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%82%88%e3%81%97%e5%af%ba%e5%ad%90%e5%b1%8b/
https://kagawaken-shakyo.com/space/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e6%96%99%e7%90%86%e6%95%99%e5%ae%a4/

