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すべての子どもの 現 在 と 未 来 を応援しませんか！
子どもは社会の希望であり、未来をつくる無限の可能性を秘めています。生まれ育った
環境によって子どもの将来が左右されることなく、すべての子どもたちが夢と希望をもっ
て成長できるような持続可能な地域づくりを目指しています。
出会い、つながり、子どもを支え合う多様なネットワークの形成を促進していきます。
支援の場を応援していただけるサポーターを募集しています。何かお手伝いしたいと考
えている方、社会貢献を考えている企業・団体など、お気軽にご連絡ください。

ホームページを

香川子どもの未来応援情報ひろば

ご覧ください！

https://kagawaken-shakyo.com/

香川県子どもの未来応援ネットワーク事務局 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
お問合せ

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目 10 番 35 号 香川県社会福祉総合センター5F
電話：087-861-0546（地域福祉課）

FAX：087-861-2664

ご利用をしたい方は、
お気軽にお問い合わせください。
（ 2021.７.1 現在 ）

食の提供をしている
支援の場です
※時間等の変更や休止になる場合もあります。
事前にご確認をお願いします。

1 みんなのまめの木食堂

2

15 しうんまんまる広場

第 3 金曜日 17:00～19:30

第 1・3・5 日曜日 15:00～19:00

月 1 回土曜日 11:30～14:00

高松市屋島西町 2479-12

（夏休み期間中は毎日曜日開催）

にしくにたの笑顔食堂

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ

四番丁ふれあい会館

観音寺市柞田町乙 2152-3

087-841-8270

特定非営利活動法人 まんまるサポート

0875-24-2367

yuuyuuhiroba_yashima@star.ocn.ne.jp

090-1813-9277

7 はっぴーあい
第４土曜日 10:00～13:30
観音寺市内
090-1326-1434

8 栗林こども食堂

manmarusapoto@gmail.com

16 ひとり親パートナーズ
（前 香川ぼしふしの会）

090-9772-7226

honbu@koushi-f.or.jp

0877-89-3787

view/kagawahitorioya/

087-816-7700

087-835-2026

himawarinet2005@yahoo.co.jp

kodomojimu@kagawa.coop

17 まんでサロン香南「こども食堂」
香南地域保健活動センター

087-822-5589
wahaha@npo-wahaha.net

毎週金曜日と長期休み中
高松市春日町 1055-1

087-879-1313（高松市社協香南支所）

090-7574-0530

一般社団法人かねとうみらい塾

18 TocoSTATION！！
（12/29～1/3 除く）
高松市瓦町 2-2-13 新瓦町ビル 5F

三豊市内
080-3165-0418

一般社団法人 hito.toco〔ヒトトコ）

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

事前予約で食材等の持ち帰りは毎日可能

087-862-5115

フリースクール

高松市木太町 5093-2

info@hitotoco.or.jp

10:00～17:00
高松市上之町 3 丁目 3-7
NPO 法人四国ブロックフリースクール研究会
090-7623-6496
furiken@mx81.tiki.ne.jp
http://www.human-harbor.jp/

4 居場所「くさかべんち」de

第 3 木曜日と不定期月 2 回

19 Peace ふれ愛食堂

医療法人社団赤心会 彩葉作業所
0877-56-3500

0875-62-6119

27 喫茶わかたけ
長期休みの平日 11:00～14:00

20 レスパスラボ

坂出市江尻町 1278-2

～子どもへのまなざし～

月 2 回 16:00～20:00

社会福祉法人 若竹会

080-4991-5572

長期休みは 9:30～17:00

0877-44-9280

12 みの元気塾

宇多津町内
特定非営利活動法人Ⅼ’espace labo

三野町保健センター

090-2829-0115

月 1 回以上

三豊市三野町吉津 2030

lespace.labo@gmail.com

小豆島町内

0875-72-1872

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

毎週火曜日～土曜日 11:00～14:30
坂出市府中町 147-11

月・水・金曜日

ホッとスペース「ショウ z’」

26 彩葉茶屋

三豊市上高野文化センター
特定非営利活動法人 Peace

13 みんなの広場 koko

21 まなびや もも

28 ゆうしょくぼうやの

テイクアウトこども食堂

33 現在はサポーターとして活動中
不定期 各店舗
株式会社

遊食房屋

水・金・土曜日 13:00～15:00

【28】0875-23-4177（観音寺総本店）

毎週土曜日 10:00～15:00

（毎月予定表を発行）

【29】0877-41-9377（宇多津店）

土庄町甲 636-4

ハレオハナ 観音寺市粟井町 1122-1

高松市太田上町 1287-6

一般社団法人 小豆島子ども・若者支援機構

NPO 法人ミュージックサポート

【30】087-879-0803（高松南店）

-----------------------

0879-62-9957／090-5332-9171

ネットワークぱぴぷぺぽ

【31】087-813-5131（国分寺店）

npopapipupepo1342@yahoo.co.jp

りこのキッチン

【32】087-834-4177（高松木太店）

hottospace.shouz@gmail.com

43 子どもカフェ「ポコアポコ」

5 秋寅にじいろ食堂

14 ほっこり食堂

第 3 水曜日 16:00～19:00

月 1 回土曜日 17:00～19:00

まちの駅秋寅の館

子夢の家 善通寺市金蔵寺町 1044-2

丸亀市通町 28

特定非営利活動法人子育てネットくすくす

070-5355-9856

0877-64-0580
jimu@k-kusu.com

第２・第４土曜日 18:30～19:30
太田南コミュニティセンター
高松市太田上町 1045-2
一般社団法人もも
087-899-5340
manabiyamomo@gmail.com

37 放課後児童クラブ

うらしまキッズ詫間
三豊市
http://urashima-takuma.com/

38 アフターケア事業所わっかっか

【33】0877-35-8566（丸亀店）
http://www.yusyokubouya.com/

34 ニコニコこども食堂
月1回
天理教香梅川分教会
東かがわ市南野 530
0879-33-2382

47 TanTan
平日 17:30～20:00
高松市今新町 2-5 村尾ビル１階
本格欧風カレーTan Tan
087-822-0711

48 子育ち親育ちほっとスペース
「コムコムひろば・どき」
月曜日～金曜日 9:30～15:30

月 1 回 土曜日

コミュニティ子どもカフェ

高松市多賀町 2 丁目 11-13 ２F

「コムカフェ」

アフターケア事業所わっかっか
087-802-6681

39 サニーハウス

月 1 回日曜日（11:00 頃～）

高松市内
子どもと大人の学びを考える任意団体

まんまのもり
月 1 回 不定期

第２・４木曜日

想いをつなげるカフェ

25 こどもおとな食堂

月曜日～金曜日 15:00～17:00

高松市上之町 3 丁目 3-7

火曜日～土曜日（小・中・高校生 ）

10:00～15:00
高松市大工町１-４

高松市香西南町 190-2

11 子どものあそびカフェ

平日の月曜日～金曜日と月 1 回土曜日

第 2・4 土曜日 10:00～13:00
高松市香南町横井 1028

月曜日（20 歳以上 ）

shiho@raku2.co.jp

24 わはは・ひろば高松

認定 NPO 法人わははネット

月 1～2 回程度（土 or 日）夕方

info@r-two2005.com

造田ふれあいプラザ

一般社団法人 SKY あーと b＆g まるがめ

高松市藤塚町１丁目 17-1

087-813-6886

第３土曜日

0877-58-7707

特定非営利活動法人子育てネットひまわり

「ヒューマン・ハーバー」

36 もぐもぐ café

46 みんなの料理教室

NPO 法人子育てネットひまわり内

https://peraichi.com/lading_pages/

毎週水曜日 17:00～19:00

shioyoshi1979@gmail.com

090-7572-4354

香川医療生活協同組合研修室

10 アール・ツゥ ふれあい食堂

090-6184-5564

kazu362713@gmail.com

丸亀市川西町南 146-5

香川医療生活協同組合へいわこどもクリニック

kanetou0505@icloud.com

三豊市詫間町詫間 4241

090-1338-1433

社会福祉法人 光志福祉会

高松市出作町 382-1 酒井ハイツ 108

こどもカフェ

天理教詫間分教会

さぬき市長尾西 379-3

さぬき市造田野間田 693-10

kagawabosihusi@gmail.com

087-887-2727

ネムの木丸亀４階ホール

月 1 回 土・日曜日不定期 11:00～14:00

毎日

毎週金曜日 14:00～19:00

087-816-7700

3 ヒューマン・ハーバー

毎週水曜日 15:00～17:00

はぴねすカフェ

45 なかよし寺子屋

丸亀市川西町南 258-1

第２土曜日 16:00～19:00

9 かねとう子ども食堂

23 居場所 ネムの木 まるがめ

35 たくまこども食堂

月曜日～金曜日 9:30～15:00

月 2 回 17:00～19:30

おかえりこども食堂

22 にしくにたの笑顔食堂

〜

香川県 支援の場

6 ゆうゆう食堂

月曜日～金曜日 9:30～15:00
ミーティング日が、月 1 回不定期でお休み
三豊市豊中町笠田笠岡 2536-1
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - --

40 比地大放課後児童クラブ

毎週火曜日 11:30～13:30

じゃんぷ♪くらぶ
不定期

中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」
月 1 回（主に土曜日）18:00～21:00

ひとり親家庭及び生活困窮家庭等支援
「さぬきっずまなび家」
〈学習支援〉毎週月曜日 15:00～21:00

三豊市内

〈食品提供〉第２・４月曜日 17:00～21:00

特定非営利活動法人子育て応援 NPO フレンズ

〈相談〉毎週月曜日 17:00～21:00

0875-24-8690

〈体験活動〉月１回土曜日

npo_friends@yahoo.co.jp

41 子ども食堂「みらスタ☆カフェ」
第４土曜日とその他の日（不定期）
12:00～14:00

子育て支援コーディネート「トゥインクル」
月曜日～金曜日 9:00～16:00
丸亀市土器町東２丁目 248

----------------------

みらスタ☆広場内食堂

49 「コムコムひろば・あやうた」

丸亀市七番丁 69 番地

月曜日～金曜日 9:30～15:30

NPO 法人 働く女性研究会

丸亀市綾歌町栗熊東 2253-3

0877-58-0540
youko.tanibuchi@zinzai.net

42 みき子ども食堂
月１回日曜日 11：30～
三木町地域交流センター
三木町氷上 2871
mikikodomoshokudo@yahoo.co.jp

44 市場みらいキッズスペース
休止中
高松市中央卸売市場内
高松市瀬戸内町 30-73

認定 NPO 法人さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東２丁目 248
0877-25-0691

50 えびすハッピー子ども食堂
第２日曜日（変更あり）
15:00～19:00
高松市木太町 3440-4
えびすハッピー子ども食堂応援団
haruurarako1717@gmail.com

