
さる10月14日、「山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワーク」の発足式が行われました。

ネットワークには35団体52ヶ所が参加（裏面参照）、ネットワーク代表のみんにゃ食堂（宇部市）金子淳子より、

開催中のラグビーワールドカップの日本チームになぞらえて「私たちも子どもたちのために『ワンチーム』に

なって頑張っていきましょう」という力強い挨拶がありました。引き続き、村岡山口県知事より「こども食堂応

援宣言」が読み上げられ、当日参加した団体には、知事から直接のぼりが手渡されました。

山口県こども食堂・こどもの居場所ネットワーク
発足しました

発行 山口県こども食堂支援センター（080-6338-1187）
（認定NPO法人山口せわやきネットワーク こども明日花プロジェクト）

ネットワーク今後の予定
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第1回交流会@小郡みんな食堂
12月8日（土）13:30～15:00

小郡ふれあいセンターにて
（昼食をとられる方は12:30～）

虐待対応講座
令和2年2月15日（土）14:00～16:00

山口南総合センター多目的ホールにて
講師 山口赤十字病院 門屋亮先生

食品衛生講習会
【共催：NPO法人フードバンク山口】

令和2年2月29日（土）14:00～16:00

山口南総合センター多目的ホールにて
講師 フードバンク山口理事

（食品衛生監視員・管理栄養士）

ネットワークについて

＊誰でも参加できますか？
山口県内でこども食堂や、食事を提供する子
どもの居場所等を運営する個人・団体で、
ネットワークの趣旨にご賛同いただける方な
らどなたでもご参加いただけます。
参加は無料です。

＊参加するとどうなりますか？
「山口県こども食堂応援宣言！」ののぼりを
差し上げます。
山口県こども食堂支援センターから、こども
食堂運営に役立つ情報や、研修会や交流会の
ご案内を差し上げます。（参加は必須ではあ
りません）

詳しくは、ネットワーク事務局（山口県こど
も食堂支援センター・080-6338-1187）まで
お気軽にお問い合わせください。



ネットワーク参加団体（発足時点）
※各食堂についての詳細は事務局までお問い合わせください

市町 食堂名 主催団体 開催日時

1 下関市 生野きらきらこども食堂 高齢社会をよくする下関女性の会（ホーモイ） 第1・3火17:30~19

2 下関市 ジョイアスキッチン 天理教廣関分教会 月1回12:30~15

3 下関市 だんらん食堂123 NPO法人シンフォニーネット 第3土17~19

4 下関市 子ども食堂あすなろ 夢花咲プロジェクトの会 毎月第3土12~14

5 下関市 新世界子供食堂 居酒屋新世界 月1回日昼食

6 下関市 長府こども食堂城下町キッチン 長府こども食堂城下町キッチン 第2木17~19:30

7 下関市 南部町みんなの食堂 蕎麦あめつち 月1回 祭日

8 宇部市 らららキッチン 社会福祉法人むべの里 毎週火17~19

9 宇部市 みんにゃ食堂 西法寺・心友会・かねこキッズクラブ・針間産婦人科 第1・3水17~19

10 宇部市 おいこら気ママ館 個人・助産師 第2・4土10~13

11 宇部市 みんなあつまれ 際波台自治会 第1・3土12~17

12 宇部市 小羽山こどもごはん「もやい」 医療生活協同組合健文会 小羽山支部 月1回日12~14

13 宇部市 神原小朝ごはん かねこキッズクラブ 不定期

14 宇部市 鵜ノ島小朝ごはん かねこキッズクラブ 不定期

15 宇部市 岬小朝ごはん 岬校区社会福祉協議会 不定期

16 宇部市 まなぶ・あそぶ・たべる楽習室 かねこキッズクラブ 毎週木17~20

17 山口市 さくらさく学習会湯田教室 NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土9:30~12:30

18 山口市 さくらさく学習会平川教室 NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土9:30~12:30

19 山口市 さくらさく学習会小郡教室 NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土9:30~12:30

20 山口市 さくらさく学習会宮野教室 NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土9:30~12:30

21 山口市 さくらさく学習会大内教室 NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土9:30~12:30

22 山口市 なのはなクラブ NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週土16~19:30

23 山口市 小郡みんな食堂 NPO法人山口せわやきネットワーク 月1回日11:30~13

24 山口市 大内みんな元気食堂 NPO法人山口せわやきネットワーク 月1回日11:30~13

25 山口市 えがお食堂よしき 吉敷地区地域づくり協議会 月1回土11:30~13

26 山口市 IBSクラブ 社会福祉法人防府海北園 毎週金15~19

27 山口市 宮野なかよしクラブ 宮野地区社会福祉協議会 第3土10:30~13

28 山口市 ベストフレンズ 個人 月1回土12~14

29 山口市 とくじこども食堂 個人 不定期

30 山口市 小郡中朝ごはん NPO法人山口せわやきネットワーク 毎週水7:30~8

31 防府市 まつぼっくり食堂 まつぼっくりの会 不定期

32 防府市 中関ふれあい食堂 中関ふれあい食堂実行委員会 不定期

33 防府市 勝間ふれあい食堂 勝間ふれあい食堂実行委員会 不定期

34 防府市 あおぞら食堂 特定医療法人博愛会 不定期

35 防府市 スローライフ食堂 小規模多機能事業所スローライフ 不定期

36 周南市 桜木こども食堂 NPO法人ラブエコ周南こども食堂実行委員会 月1回11~14

37 周南市 今宿こども食堂 NPO法人ラブエコ周南こども食堂実行委員会 月1回11~14

38 周南市 みんなの食堂 個人・有志 年3回程度

39 周南市 周南こどもハウス久米 周南市社会福祉協議会 第2・4土10~13

40 周南市 周南こどもハウス富田 周南市社会福祉協議会 第1・3水16:30~20

41 周南市 お寺でほっこり食堂 てらてらす実行委員会 月1回土11~15

42 周南市 鹿野ふらっと食堂 異世代交流子育てサロンアズイズ（asis） 夏休み

43 光市 Agoraこども食堂 Café Agora 毎週木17~18

44 柳井市 夢すこやか老いも若きも子ども食堂 すこやか夢農園 第3日9:30~12:30

45 岩国市 老いも若きもゆうあい子ども食堂 岩国市社会福祉協議会由宇支部 第4土9:30~14

46 岩国市 とりでこども食堂（平田） NPO法人とりで 第2・4土11~14

47 岩国市 とりでこども食堂（愛宕） NPO法人とりで 第1・3土11~14

48 岩国市 とりでモーニング NPO法人とりで 第1・3水7~8

49 岩国市 とりでモーニング NPO法人とりで 第2・4水7~8

50 長門市 深川ルンルン食堂 ながとチャイルドサポート協議会 第4土16:30~19

（開設予定）

51 宇部市 メイト食堂 iikotoメイト

52 萩市 （未定） HAGIおむすびの会



「子どもだけで来られる食堂」として東京で始まったこども食堂。今では、地域の誰もが来られる新たな地域交

流・多世代交流、また子どもを見守り支える場として、全国に3,000を超える食堂が生まれています。

山口県でも、この「こども食堂」の取組を県全域に広げていくため、こども食堂の開設・運営のサポート事業を

実施します。企画・運営を担うNPO法人山口せわやきネットワークでは、その支援の拠点として「山口県こども

食堂サポートセンター」を設置しました。こども食堂を始める方、続ける方、また応援する方など、多くの方々

をつないで、こども食堂が地域に根付いていくようサポートしていく所存です。どうそよろしくお願いします。

山口県こども食堂サポート推進事業始まります

発行 山口県こども食堂支援センター
（認定NPO法人山口せわやきネットワーク こども明日花プロジェクト）

（１）コーディデーターの配置 ＜相談体制の整備＞

開設・運営に係る相談対応、企業等とのマッチング、中

間支援などを行う。

（２）こども食堂マップの作成 ＜情報発信＞

県下のこども食堂の情報を提供するホームページ作成す

る。内容は、活動場所や事業内容などを掲載する、マッ

プやカレンダー、紹介記事など。

（３）「こども食堂の開設・運営の手引き」＜ノウハウ

の共有＞こども食堂の開設・運営に必要なノウハウをま

とめ、冊子とホームページで情報発信する。

（４）こども食堂推進会議の開催 ＜関係機関・支援者

との連携＞こども食堂の運営者、行政、関係機関、団体

や企業が一堂に会して、事業進展を図るための作戦会議。

（５）こども食堂のネットワーク組織化 ＜運営者どう

しの連携＞運営側からのネットワークを形成し、こども

食堂の安定的、継続的な運営の基盤づくりを行う。

（６）開設準備セミナー・個別相談会 ＜研修・相談＞

主にこども食堂が未開設、あるいは多くない、市町や地

域において、こども食堂の開設と安定運営を支えるため

のセミナーと個別相談会を開催する（４地域）。

事業内容
以下の事業を実施します

コーディネーター紹介

ご相談・お問い合わせ

山口県こども食堂支援センター

080－6338－1187
〒753－0054  山口市富田原町4‐45

yama.syokudou@asuhana.org

統括コーディネーター
杉山美羽（こども明日花プロジェクト）

地区推進コーディネーター
東部：金本秀韓（NPO法人とりで）
中部：柿沼瑞穂（小郡みんな食堂）
北部：水津真澄（HAGI  おむすびの会）
西部：田辺亜也（みんにゃ食堂）

こども食堂の開設、運営、協力など、こど
も食堂に関することならなんでもお気軽に
ご相談ください。
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