で繋がるネットワーク
食
だ
すみ

活動マップ

5

3

【ふじのきさん家防災こども
食堂】
ふじのきさん家

墨田区東向島 2-4-3
毎月第 3 木曜日

3

7

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
るしゃな島
墨田区東向島 3-36-7
子ども 300 円 / 大人 500 円

1

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
二階の食堂デリカフェ
墨田区東向島 2-29-1
子ども 300 円 / 大人 500 円

3

2

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
Cafe POKAPOKA
墨田区八広 5-32-9
子ども 300 円 / 大人 500 円
7

16：00 〜 17：30

※コロナ中はテイクアウト
形式で開催

【あづさと食堂】
八広地域プラザ 吾嬬の里
墨田区八広 4-35-17

鐘ヶ淵駅

子ども 100 円

大人（中学生以上）300 円

毎月第 2日曜日

10：00 〜 15：00

子ども 200 円 / 大人 300 円
1

※休止中
【ことといこども食堂】
墨田区向島 5-21-6
毎月第 2・第 4 木曜日
18：00 〜 19：30
無料
3

八広駅

9

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
オーロラキッチン
墨田区京島 1-49-8

子ども 300 円 / 大人 500 円

3

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
向じま ぜんや
墨田区東向島 2-8-4
子ども 300 円 / 大人 500 円
3

3

東向島駅

曳舟駅

2

京成
曳舟駅

【街かど食堂】
キラキラ茶家

墨田区京島 3-49-18
毎月第 4 水曜日

6

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
CAFÉ 883
墨田区押上 2-5-4
子ども 300 円 / 大人 500 円

※コロナ中はテイクアウト形
式で開催（要予約）

押上駅

東京スカイツリー駅

17：00、17：20、17：40

小村井駅

コロナ中は子ども、大人共に
200円

本所吾妻橋駅

東あずま駅

9 【地域食堂こだち】

子育てステーションこだち
墨田区立花 1-23-5-201
毎月第３土曜日

6

12：00 ～ 14：00（コロナ

【BIGSHIPで晩ごはん】

中は13：00まで）

本所地域プラザ BIG SHIP
墨田区本所 1-13-4
※開催日は一覧のとおり
両国駅

子ども 無料 / 大人 300 円

錦糸町駅

（JR）

両国駅（都営線）
18：00 〜 19：30( 要予約）
子ども 300 円 / 大人 500 円

8
3

8

※休止中

【すみだ食堂飲食店の会】
和食ぜん波
墨田区業平 1-12-4 2F
子ども 300 円 / 大人 500 円

4
【文花こども食堂さんりんしゃ】
旧弘昇庵（墨田区文花 1-13-2）
毎週火曜・木曜・土曜
14：30 〜 19：30

【みんなのあさごぱん】

看護師と保育士が見守る
カフェ

ごろねのくに

墨田区太平 3-7-3-101
7：00～9：00

小セット 300 円/大セット

500 円※テイクアウト可能

ワンコイン（大人は原則 500 円玉）

3

5

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
和のごはん みかづき
墨田区太平 3-8-9
子ども 300 円 / 大人 500 円

3

4

※休止中
【すみだ食堂飲食店の会】
マッジョーレ錦糸町
墨田区太平 3-8-8
子ども 300 円 / 大人 500 円

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、中止または内容を変更している場合があります。くわしくは各団体、店舗に直接お問い合わせください。

すみだ食で繋がるネットワーク 事務局
墨田区社会福祉協議会（墨田区東向島 2-17-14 すみだボランティアセンター内

TEL：03-3614-3900）

【食べる場（子どもだけで参加できる食事提供活動一覧）】 ※令和3年6月現在
名称

場所

※休止中

①

ことといこども食堂

墨田区向島五丁目２１－６

開催日時
毎月第2・第4木曜日
18：00～19：30

対象
幼児～高校生
（大人も可）

参加費

実施主体

問い合わせ

活動者から

03－5942－8086
無 料

一般社団法人つくろい東京ファンド

開催日に、直接現地にお越しください。
090-6159-8787（稲葉）

②

街かど食堂

キラキラ茶家（墨田区京島三丁目４９－１８）

③-1

二階の食堂デリカフェ （墨田区東向島2-29-1）

③-2

Cafe POKAPOKA（墨田区八広5-32-9）

③-3
③-4

向じま ぜんや（墨田区東向島2-8-4）

※休止中

マッジョーレ錦糸町（墨田区太平3-8-8）

③-5 すみだ食堂飲食店の会

和のごはん みかづき（墨田区太平3-8-9）

③-6

CAFÉ 883（墨田区押上2-5-4）

③-7

るしゃな島（墨田区東向島3-36-7）

③-8

和食ぜん波（墨田区業平1-12-4 2F）

③-9

オーロラキッチン（墨田区京島1-49-8）

④

⑤

文花こども食堂
さんりんしゃ

ふじのきさん家
防災こども食堂

旧弘曻庵（墨田区文花一丁目１３－２）

ふじのきさん家（墨田区東向島二丁目４－３）

毎月第4水曜日
※コロナ中はテイクアウト
どなたでも
形式で開催（要予約）
＜提供時間＞
17：00、17：20、17：40

コロナ中は子ども、大人
共に200円

すみだ食育goodネット
すみださわやかネット
墨田区社会福祉協議会

店舗によって開催日時が
異なります。
くわしくはホームページ、
フェイスブックをご確認く
ださい。

03-3614-3900
(墨田区社会福祉協議会）

カレーを作って、一緒に食べよう！
子どもから高齢者までどなたでもご参加いただけ
ます。
※参加するには社会福祉協議会への事前申込み
が必要です。

ホームページ、フェイスブックより
連絡先をご確認いただき、店舗へ
直接お問い合わせください。

どなたでも
ホームページ：
https://ameblo.jp/sumida
kodomosyokudou/

子ども 300円
大人 500円

すみだ食堂飲食店の会

すみだ食堂飲食店の会ホーム
ページ
https://ameblo.jp/sumidakodomos
yokudou/

食を通じて地域が支えあう仕組みづくりを目指し、
墨田区内の飲食店主有志で立ち上げた活動で
す。
加盟店さんも随時募集しています。

フェイスブック
https://www.facebook.com/sumid
ashokudou/

フェイスブック：
https://www.facebook.co
m/sumidashokudou/
毎週火曜・木曜・土曜日
どなたでも
14：30～19：30

毎月第3木曜日
16：00～17：30
どなたでも
※コロナ中はテイクアウト
形式で開催

ワンコイン
（大人は原則500円玉）

共愛館
雲柱社
興望館など

070-3626-4460
（こども食堂専用電話）

こどもの貧困問題を知る場との位置づけで、それ
ぞれの立場や貧富などは関係なく、こどもも大人も
どなたでも集える食堂（居場所）です。

フェイスブックより連絡先をご確認
いただき、直接お申込み、お問い
合わせください。
子ども 100円
防災も子育ても 地域で支える当たり前の世の中
NPO法人燃えない壊れないまち・すみだ支援隊
大人（中学生以上）300円
に・・・。
フェイスブック
https://m.facebook.com/fujinokis
anchi/

＜3年度の予定＞

⑥

BIGSHIPで晩ごはん

本所地域プラザBIG SHIP
（墨田区本所一丁目13番4号）

7月9日 8月27日 9月10日
11月12日 11月26日12月24
日 1月28日 3月25日
どなたでも

子ども 300円
大人 500円

03-6658-4601
本所地域プラザBIG SHIP

18：00 ～ 19：30(要予約）
※いずれも金曜日
※6月、10月、2月は中止

⑦

⑧

⑨

あづさと食堂

八広地域プラザ 吾嬬の里
（墨田区八広四丁目３５−１７）

毎月第2日曜日
10:00～15：00

03-6657-0471

ちいさいセット：300円
(パン2～3個、ドリンク小)
一般社団法人うちナース
おおきいセット：500円
（パン3～4個・ドリンク大）
※テイクアウト可能

info@uchi-nurse.or.jp
（担当：錢谷）

姉妹店のベーカリーから、定休日前にロスになる
パンを譲り受け、みなさまにご提供します（もちろん
賞味期限内、通常なら売れる商品です）。
朝食習慣が学力や集中力と関連するという医学的
エビデンスがあります。
おとなもこどもも、あさごぱんで元気になっていた
だきたいと思っています！

子ども 無料
大人 300円

03-3619-5781
（立花児童館）

食を通じて、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃ
んまで楽しく交流しましょう！
どなたでも、手作りならではの味を是非ご堪能くだ
さい！

子ども 200円
大人 300円

どなたでも

看護師と保育士が見守るカフェ ごろねのくに
（墨田区太平三丁目７－３ メゾン向後101）

毎週月曜日
あさ7：00～9：00

地域食堂こだち

子育てステーションこだち
（墨田区立花一丁目２３－５－２０１）

毎月第３土曜日
12：00～14：00
どなたでも
※コロナ中は13：00ま
で、テイクアウト形式で開
催

※新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、中止または開催内容を変更している場合があります。
くわしくは各団体、店舗に直接お問い合わせください。

働くお母さんを応援します！たまにはお子さんとご
一緒にゆっくりと晩ごはんはいかがですか？ 手
作りの和食中心のメニューです。
※事前にホームページでご確認ください。
地域のおかあさんがいっしょに料理をしてくれま
す。
学校のこと・友達のこと・未来のこと、料理をしなが
ら、食べながら、いろいろなお話をしませんか。
子どもだけでも、親子でも、もちろん大人だけでも
参加できます。

どなたでも

みんなのあさごぱん

ホームページ
https://www.cp-bigship.net/

八広地域プラザ 吾嬬の里

たちばな地域食堂

