
令和３年度　子どもの居場所現況実態把握調査事業
回答団体等

令和４年１月２４日

No, 名称 活動場所住所 活動範囲
連絡先

電話番号
メールアドレス 活動内容

1
善西寺おてらこども
食堂

桑名市西矢田町
27-2

桑名市 0594-22-3372 zensaiji987@gmail.com
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、学習
支援、子ども・保護者からの相談窓口

2
わくわくフレンズ
ホーム

桑名市陽だまりの
丘3-718-1

桑名市 090-5022-3223
kuwanakodomo.syokudo
u@gmail.com

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、学習支援、体験教室・レクリエーション、繋
がりができた家庭への困窮・見守り支援

3
ＡＳＡＮＴＥ　ＳＡＮＡ
外国人児童学習支
援教室

桑名市大山田８丁
目７－１３１

桑名市 090-6079-4343 学習支援、大人のための日本語学習支援

4

学習支援ホタル
（ガーデン大山田
旧大山田医療生協
クリニック）

〒511-0903　桑名
市大山田3-7-7

桑名市 0594-23-0313
oyamadasukoyaka@gmai
l.com

学習支援

5
浄光寺おてらこども
食堂

桑名市赤尾９５９ 桑名市 0594-31-4881 info.jokoji@gmail.com
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、浄光
寺日校（お寺の子供会）月2回

6
太陽の家　桑名こど
も食堂

桑名市 050-5318-3524

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、学習支援、生活用品・学習用品の提供、体
験教室・レクリエーション、子ども・保護者からの相
談窓口子ども食堂の開設支援、ボランティア向け
の研修

7 がーこのパントリー
〒511-0036　桑名
市伊賀町55-2

桑名市 0594-23-0313 igamati1@k-hewcoop.jp
フードバンク・フードパントリー、生活用品・学習用
品の提供

8 はなれ〜hanare〜
桑名市東方2-36
等

桑名市, 朝
日町

090-2770-1152
hanarehanare18@gmail.c
om

体験教室・レクリエーション、子ども・保護者からの
相談窓口

9
ガーデン大山田、く
らしのホットハウス、
がーこのパントリー

桑名市, 津
市

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、学習支援、生活用品・学習用品の提供、子
ども・保護者からの相談窓口医療相談、生活相談
（MSW・Dr.・NSなど専門職による対応）

10 ヴェリタス学習会
いなべ市大安町丹
生川上650番地1な

いなべ市 090-7696-0189 npoveritas@gmail.com
学習支援、体験教室・レクリエーション、就職・アル
バイト支援、子ども・保護者からの相談窓口

11 きずな食堂
〒511-0428　いな
べ市北勢町阿下喜
1998-1

いなべ市 090-5100-7322
inakonemama@gmail.co
m

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー

12
なかよし食堂「みら
いへのいっぽ」

〒511-0242　員弁
郡東員町六把野新
田709

東員町 080-3067-4317 子ども食堂

13
羽津子供食堂"&ゆ
う"

〒510-0003 四日市
市大宮町１４−９

四日市市 059-331-5333 jimukyoku@hazu.org
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、食料
配布会
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14
みんなで食堂和っ
はっは

四日市市下海老町
4187-3

四日市市 059-324-7040
minnade.syokudou@gmai
l.com

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、学習支援、生活用品・学習用品の提供、体
験教室・レクリエーション、子ども・保護者からの相
談窓口多世代食堂　清掃活動

15 豊一子どもサロン
〒510―8123　三重
郡川越町豊田一色
３２０

川越町
kawafuku@ccnetmie.ne.j
p

学習支援、体験教室・レクリエーション

16
心の森　マザーリー
フ

鈴鹿市土師町616-
2

鈴鹿市 090-6596-9551 mucci1093@yahoo.co.jp
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、体験
教室・レクリエーション、子ども・保護者からの相談
窓口体験型家庭菜園　３世帯交流

17 亀山みんなの食堂
亀山市羽若町　亀
山市総合保健福祉
センターあいあい

亀山市
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、生活用品・学習用品の提供、子ども・保護
者からの相談窓口

18
フリースペース　か
めっこ

〒519-0103　亀山
市川合町766番地7

亀山市 0595-86-6186 kamekko@zc.ztv.ne.jp 不登校・ひきこもりに対する居場所・相談事業等

19
けいわっこカレー食
堂

津市
midori-
jiyuu@bronze.ocn.ne.jp

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、体験教室・レクリエーション、児童養護施設
の見学、ボランティア活動の受け入れ、発表の場
を提供（中学校のブラスバンド、マジック、バルー
ンアートなど）

20
さいわい寺子屋サ
ロン

松阪市殿町1198-2 松阪市 0598-23-9549
子ども食堂、学習支援、体験教室・レクリエーショ
ン

21 まつさかプレーパー 松阪市 matsusaka.pp@gmail.co 乳幼児期からの外遊びの推進・交流の場の提供

22 鈴の湯　子ども食堂
松阪市田村町２３５
-１　スーパー銭湯
鈴の湯

松阪市 0598-21-8503 子ども食堂

23 松阪こども食堂
〒515-0074　松阪
市新座町1167

松阪市 080-5168-8330 lilysayuri@live.com 子ども食堂、フードバンク・フードパントリー

24 杉の子 松阪市 0598-53-9073

25 こどもひろば
〒515-0313　多気
郡明和町明星

明和町
学習支援、体験教室・レクリエーション、こどもひろ
ばのサポーター会議やそれぞれの班での活動に
向けての準備等

26
OBENTO
PROJECT

〒515-0332　多気
郡明和町馬之上
917-1

明和町 0596-52-7056
m-
skyo01@ma.mctv.ne.jp

フードバンク・フードパントリー、弁当宅配、子ども・
保護者からの相談窓口子ども食堂主催の月1回イ
ベントの紹介

27 辻久留こども食堂
伊勢市辻久留3-2-
23

伊勢市 080-3367-9905 otchi0927@gmail.com 子ども食堂
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28
学習支援事業「プラ
ス」八日市場教室

〒516-0076　伊勢
市八日市場町13-1

伊勢市 0596-63-5224
ise-
cswsp@mie.email.ne.jp

フードバンク・フードパントリー、学習支援、生活用
品・学習用品の提供、体験教室・レクリエーショ
ン、子ども・保護者からの相談窓口学習支援時の
弁当配布（持ち帰り）毎回（週一）

29
学習支援事業「プラ
ス」御薗教室

〒516-0804　伊勢
市御薗町長屋2767

伊勢市 0596-63-5224
ise-
cswsp@mie.email.ne.jp

フードバンク・フードパントリー、学習支援、生活用
品・学習用品の提供、体験教室・レクリエーショ
ン、子ども・保護者からの相談窓口・クラウドファン
ディングやボランティア団体による学習支援時の
弁当配布（持ち帰り）→毎回（週一）

30 （株）七越本店
〒517-0011　鳥羽
市鳥羽5丁目29-12

鳥羽市 0599-25-2264 子ども食堂

31
子どもの学習支援
事業　YELL

〒517-0022　鳥羽
市大明東町2-5

鳥羽市 0599-25-1188
kurashi@toba-
shakyo.or.jp

子ども食堂、学習支援、子ども・保護者からの相
談窓口

32 子ども食堂馳走
鳥羽市安楽島町
350-1

鳥羽市 0599-25-4320
y-ezaki@toba-
shakyo.or.jp

子ども食堂

33 おりがみくらぶ
志摩市阿児町鵜方
1975　鵜方公民館

志摩市
体験教室・レクリエーション、小学校のイベント（制
作ワークショップ）

34 YOTTECO
志摩市大王町波切
2962-1

志摩市
shima.rhythm@gmail.co
m

生活用品・学習用品の提供、体験教室・レクリエー
ション、子ども・保護者からの相談窓口子ども用品
のリユース

35 子育てサロン 〒517-0603 志摩市
体験教室・レクリエーション、室内で伸び伸びと遊
べる子育てサロンの開催。

36
おおきんなキッズク
ラブ

志摩市

37 かな塾
度会郡玉城町田丸
１番地

玉城町 0596-58-2251 tamakiai@amigo.ne.jp
子ども食堂、学習支援、子ども・保護者からの相
談窓口不登校児童の受け入れ（昼間）

38
子ども食堂「わいわ
いいがっこ」

伊賀市上野中町
2980

伊賀市
子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、学習
支援、体験教室・レクリエーション

39
地域食堂「パプリ
カ」

〒518-0833　伊賀
市緑が丘東町920

伊賀市

40 ひだまりくらぶ
伊賀市久米町553
番地の1

伊賀市 0595-21-1830 子ども食堂、学習支援、ひだまりキッチン

41
ひじきコミュニティカ
フェ　（比自岐地区
コミュニティセン

〒518-0105　伊賀
市比自岐529

伊賀市

42 なばりこども食堂 名張市
nabarikodomoshokudou
@gmail.com

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、弁当
宅配、生活用品・学習用品の提供、体験教室・レ
クリエーション、子ども・保護者からの相談窓口

3

mailto:cswsp@mie.email.ne.jp
mailto:cswsp@mie.email.ne.jp
mailto:shima.rhythm@gmail.co
mailto:tamakiai@amigo.ne.jp


令和３年度　子どもの居場所現況実態把握調査事業
回答団体等

令和４年１月２４日

No, 名称 活動場所住所 活動範囲
連絡先

電話番号
メールアドレス 活動内容

43
名張すずらん台な
かよし食堂

名張市すずらん台
西3番町288

名張市 子ども食堂、体験教室・レクリエーション

44 おにぎりくらぶ
つつじが丘市民セ
ンター(名張市つつ
じが丘北５番町７３

名張市 090-3838-9343 子ども食堂、子ども・保護者からの相談窓口

45 尾鷲みんなの食堂 尾鷲市
minnashokudo@yahoo.c
o.jp

子ども食堂、フードバンク・フードパントリー、フード
パントリーと一緒にお弁当配布

46 もちより食堂
熊野市有馬町　第2
公民館

熊野市 子ども食堂

47
やまっこ食堂、や
まっこカフェ　など

天理教神内分教会
（熊野市飛鳥町神
山８６１ー２）

熊野市 080-4759-4440
tomotatsujp@yahoo.co.j
p

子ども食堂、体験教室・レクリエーション、場所が
あるので提供時間の間、子ども同士で遊んだり、
保護者同士の交流の場となっている。

48

みはまっこ体験クラ
ブ、ちびっこランド、
ボランティアグルー
プ「プチトマト」、学
生ボランティア講
座、夏休み手話教

南牟婁郡御浜町下
市木２０４０

御浜町 05979-2-3813
mihama-
shakyo@za.ztv.ne.jp

体験教室・レクリエーション

49 みらいじゅく 学習支援

50 七和なかよし食堂
〒511-0912　桑名
市芳ヶ埼1365-1

51
食育サークル”元
気ッズ”

体験教室・レクリエーション、毎月１回調理実習
季節の行事食、お花見、芋苗植え、芋ほり、もちつ
き大会
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