
令和５年１月現在

団体名及び活動名称 代表者氏名 連絡先（電話） メールアドレス 開催日時 開催場所 料金 対象者
学習支援
の有無

定員
対象者の
居住範囲

申込方法 支払方法 その他紹介コーナー

社会福法人こうほうえん 廣江　研
0859-24-3111
070-5678-0649

tayama@kohoen.jp
毎週土・日曜日
10：00～17：00

米子市石井1238
（なんぶこうほうえん）

無料 食物アレルギーのない方 あり なし 米子市内 電話 なし 　学習支援を中心に活動を実施しています！

子ども食堂「ネバーランド」 辻　聡 090-8241-1845 gaia21@sea.chukai.ne.jp
月２回

15：00～19：00
米子市角盤町1丁目51 子ども：200円

近隣に住む子どもを主と
した地域の人

あり
(宿題程度)

３０人 近隣地域
電話、インス
タグラムDM

現地支払

　ちっちゃい子からお父さん、お母さん、近所のお兄さん、お姉
さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みーんなでワイワイガヤガ
ヤおいしいあったかいごはんを食べようよ！
　簡単な宿題程度の勉強時間を設けています！

喫茶ロコ
「カントリーキッチン こだま」

宇都宮　美枝
(事務局：千田　達郎)

0859-34-1679 tatsuro@1000ch.jp
毎月第2日曜日
12：00～13：00

米子市上後藤6-14-40
子ども：100円
大　人：400円

全世代
（主に幼児～中学生）

あり
（英語)

４０人 主に住吉小学校区 電話 現地支払
　子ども一人でも入れる食堂です。おじいちゃんから幼児まで、
昔の大家族のような食事会です。誰でも来てごしない！

未来サポートしあわせ 持田　和子 080-5615-3637
毎週火曜日、水曜

日、木曜日
16：00～

米子市目久美町236
子ども：100円
大　人：400円

小学生・中学生 あり なし 近隣地域 電話 現地支払
　どこにもないおいしいしあわせうどんを食べて宿題をしたり、
遊んだり、楽しい時間を過ごしましょう！

一般社団法人みもざの会
「出会い・ふれあい・支え愛
笑顔スペースさちカフェ」

毎月第2日曜日
11：00～14：00

(8月除く)

米子市米原5-3-20
(鳥取県生協ココステーショ

ン内)
無料

困り感のある人
（子どもに限らない）

なし 10名 なし なし なし

一般社団法人みもざの会
「出会い・ふれあい・支え愛
笑顔スペースさちカフェ」2

毎週日曜日
10：00～15：00

米子市両三柳3053-7 無料
困り感のある人

（子どもに限らない）
なし 10名 なし なし なし

子どもの人権広場
皆生の居場所「ちいさいおう

ち」
安田　寿朗

090-2409-7984
(管理人：水田　美世)

chisaiouchi@gmail.com
毎月1回

9：30～16：00
米子市皆生温泉2-9-36

内容によって
異なる

子どもと子どもに目を向
ける大人

不定期で実施
(希望があれ
ば対応可)

20名程度
鳥取県西部

及び
島根県東部

電話、メー
ル、フェイス

ブック
現地支払

　1998年から毎月開いている「子どもの居場所」です。国連の
「子どもの権利条約」の精神を活かし、子どもや青年の自主的
な活動の場としてきました。ライブ・お化け屋敷・演劇・喋り場等
を企画。地元の史跡やスポーツが楽しめる場所へ出掛けたり、
参加者の節目を料理を作ってお祝いしてきました。子どもを中
心に活動していますが、どなたでも気軽に参加できます！

つなぐ☆よどえまちなか
ふれあいサロン

（通称：まちなかサロン
よ！どえもん）

河本　六美
090-4104-2780（河本）
090-7772-7412（高島）

原則毎月第4土曜日
11：00～14：00

※月によって開催日
が異なる場合があり
ますので、事前に電
話等でお問い合わ

せください。

米子市淀江町淀江767-1
（よ！どえもん）

子ども：200円
大人：500円

どなたでも なし
１５名

（要予約）
どちらにお住まいの方でも

電話、来店
（火・土曜日）

現地支払

　地域の子どもたちがたくさん食べて元気に育ちますように！
子どもはもちろん、大人もいっしょにおいしく、わいわい食べま
しょう！
　火・土曜日は10：00～16：00にカフェもやっています。ランチ
会・そばの会もあるので来てください。クラフト・映画会等イベン
トも盛りだくさん！

米子市内で実施されている子ども食堂及び学習支援等一覧

伊藤　ひろえ 090-1189-1369 hiroe@chukai.ne.jp
　安心できる地域の居場所を心がけています。笑顔が集まり、
軽食を共にしながら、ステキな時間を一緒につくりたいと思って
います！
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米子市内で実施されている子ども食堂及び学習支援等一覧

おやこ食堂「おかえり」　　　　　　　　
みんなの食堂「ただいま」

齊藤　恵子 090-3491-369１ saitou-k@pref.tottori.lg.jp
毎週土曜日

16：30～18：00

米子市米原5-3-20
(鳥取県生協ココステーショ

ン内)

ワンコイン（1円
～500円）

※いくらでも結構
です

どなたでも あり　 130名程度 どちらにお住まいの方でも
電話、公式

LINE
現地支払

　おやこ食堂「おかえり」は、社会的養護卒業生（乳児院、児童
養護施設、児童自立支援施設、児童自立援助ホーム、ファミ
リーホーム、里親家庭等）の方の参加を大歓迎します。また、
少年院、刑務所等から帰って来られた方々の参加も大歓迎で
す。
　みんなの食堂「ただいま」は、大人も、子どもも、みんなでご
飯を食べて、おしゃべりしたり楽しい時間を過ごしたいとの思い
で運営しています。
　どちらの食堂も、親御さんの意向を尊重し、子どもさんに関わ
るようにしています。親御さんが、ホッと一息ついて、ゆっくりご
飯を食べてもらいたいとの思いでサポートさせていただきま
す。保育士、教員免許のあるスタッフや、元施設職員のスタッ
フ、ボランティアがいますので、コミュニケーションが得意では
ない子どもさん、学校が苦手な子どもさんにも安心して参加い
ただけます。大人の方1人での参加も歓迎します。ぜひ遊びに
来てください！　　

みその子どもクラブ 徳岡　洋子 0859-29-4364 misono21@gaea.ocn.ne.jp
毎月第3土曜日
13：00～16：00

旗ヶ崎4区公民館
(天使園から徒歩2分）

無料
幼稚園年長から

小学生
あり なし

小学校区
※校区外でも保護者の送

迎があれば参加可
電話 なし

　島根大学教育学部学生、保育士、心理士、社会人ボランティ
アがスタッフとして、子ども達と一緒に学習やゲーム等楽しい
時間を過ごしています！

山陰福祉の会 山中　裕二 0859-30-2450 y-yamanaka@san-fuku.com
毎月1回

11：00～13：00
米子市日野町57

大塚ビル2階D号室
子ども：無料

大人：ワンコイン
どなたでも あり 50名 鳥取県西部 電話、メール 現地支払

　ゲームを通じて楽しく学びを得たり、居場所としての食事提供
を行っています。現在コロナ禍の感染防止拡大の取り組みとし
て、イベント時にご予約された方のみのご利用となっています。
また、別途、部屋を活用してのイベント開催される団体さん歓
迎します。エアコン、シンクトイレ完備。子どもの居場所的な取
り組みや、学習支援、アクセサリー作りなどの体験イベントに
は無料で貸し出ししています。お気軽にお問い合わせくださ
い。

住吉子どもふれあい広場 権田　貴子 080-5231-4372 damgo0727@gmail.com
毎週月・火・水・金曜

日
15：00～

米子市旗ヶ崎5-17-32 無料 どなたでも なし 10名程度 住吉小学校区 電話、メール なし
支援を必要としている方も支援をしたい方もお気軽にお問い合
わせください。

ぱれっとこどもCaféソラノバ 川添　北斗 0859-57-9259 ever.green@sea.chukai.ne.jp
毎月第2・第4土曜日

10：30～12：30
米子市安倍492-2

子ども：無料
大人：10円～

18才以下の子ども
※大人の参加も可

あり 10名程度 現地支払

サンロード食堂 松本　誠二 0859-57-2046 caferadiomagic@gmail.com
平日毎日

7：00～10：30
（令和５年１月から）

米子市法勝寺町70
DARAZ CREATE BOX 1階

子ども：200円
大人：500円

どなたでも なし なし なし 現地支払

朝食こそ１日のスタートの基本。焼きたてのパンと牛乳、ポトフ
でしっかりと目覚めてください。

レインボー・ツリー 坂田　かおり 090-8242-9492

毎週土曜日
10：00～15：00

（食堂は11:00～
13:30）

米子市八幡483-5
八幡三区地区会館

子ども：200円
大人：500円

どなたでも あり
50名

(子ども食
堂)

なし なし 現地支払

みんなで一緒に楽しく過ごしましょう。食事やあそび、おしゃべ
り、勉強も。お困りごとの相談もお受けします。食事はテイクア
ウトや配達することもできます。
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