
相模原市子ども食堂一覧   2023年3月【全48か所中40か所掲載】

名称 日時 場所 料金体系 3/1現在状況

緑 1 くすのき食堂(くすのき広場) 不定期月曜日15:30-18:00 市営上九沢団地多目的室 無料
3月は14日のみ

活動

緑 2 マリ・いこいの家 毎週火曜日 17:15-18:30 東橋本3-16-8 103
未就学児100円　小学生以上200円
大人300円　※お困りの方は無料

活動中

緑 3 津久井子ども食堂
月1回土曜日11:00-13:30
※3月は11日と25日

津久井中央公民館
小中学生無料　高校生100円
大学生以上300円

3月は2回開催

緑 4 ソレイユにこにこ食堂 第3水曜日17:00-19:30 ソレイユさがみ 子ども100円　15歳以上300円 お弁当配布

緑 5 こども食堂 さくらんぼ
第2・4金曜日16:00-17:30
※祝日は休み

ふくや(大島11-108) 高校生まで無料　大人300円 お弁当配布

緑 6 城山子ども食堂 ころもで
不定期12:00～
※3月は22日と30日

城山公民館　他 子ども100円　高校生以上300円 3月は2回開催

緑 7 アーブルこども食堂 第3日曜日16:30-18:00 Cafe Arbre(大島3032-10) こども100円　高校生以上300円 お弁当配布

中 1
ノヴィーニェこども食堂
＆こども寺子屋

隔週月2回土曜日15:00～
ノヴィーニェ・ホール
(相模原5-11-3)

どなたでも無料 食材配布

中 2 「あいおい」みんなの食堂 第2・4金曜日17:00-18:00
生活クラブ生協相模原センター
２階(相生3-9-23)

大人300円　中学生まで100円
※食材配布は無料

食材配布

中 3 子ども食堂　ちゃお！ 第2・4金曜日17:00-19:00 中央公民館 小中高校生無料　大人300円 お弁当配布

中 6 みんなの食堂ふじみ 第1・3木曜日16:30-19:00 中央公民館 子ども100円　高校生以上300円 活動中

中 7 西門こどもレストラン
第3水曜日17:00-19:00
※３月と８月は休み

喫茶室ノスタルジー
(相模原6-24-5)

子ども無料　おとな500円 3月はお休み

中 8 上溝にこにこ子ども食堂 最終水曜日17:00-19:00 上溝公民館 こども100円　おとな400円 お弁当配布

中 10 富士見みんなのこども食堂
コロナによる休校支援など
不定期に開催

やきとり食堂一炭
(富士見6-13-19)

コロナによる休校で給食のない子ど
もは無料

不定期開催

中 11 みんなよっといで！たな食堂 第2・4木曜日16:00-17:00 田名公民館
高校生以上300円　小中学生100円
※未就学児は無料

お弁当配布

中 12
だれでも食堂
フルーツポンチ

原則第3水曜日16:00～ 小山公民館 大人300円　中学生まで無料 お弁当配布

中 13 おかげさん　こども食堂 第2土曜日11:30-13:00
放課後等デイサービスまはろ
(相生4-4-8)

子ども100円　大人300円 お弁当配布

中 15
みんなの居場所
ようこうだいパプリカ

第4日曜日12:00～
※3月は21日に開催

陽光台公民館　他 中学生まで100円　大人300円 お弁当配布

中 17 こども食堂スワン 毎週土曜日17:00-20:00
スワンカフェ＆ベーカリーさが
まち店（淵野辺4-37-17）

中学生まで無料　大人300円 活動中

中 19
光が丘こども食堂
ピカリカフェ

最終日曜日11:30～ 光が丘公民館 中学生まで100円　大人300円 お弁当配布

中 20 まほろば食堂「たな」
原則第3土曜日12:00-12:30ま
たは17:00-17:30

田名公民館
中学生まで100円　大人300円　※
未就学児無料

お弁当配布

中 21 メダカのお弁当
平日朝７時～正午
※土日祝日は休み、要予約

中央区相模原2-12-21　慶翔ゼ
ミナール内

子ども・保護者　無料 お弁当配布

中 22 みんなのにぎわい処
原則第1火・木曜日
16:00-19:30

光が丘ふれあいセンター 子ども・保護者　無料 お弁当配布

中 23 デニムkids食堂
不定期　次回は3月18日
※年間７回程度開催予定

清新公民館 中学生まで100円　大人300円
3月18日プレオー

プン開催

南 3
お母さんたちのしゃべり場
昼ごはん付き

原則第4土曜日　12:00～ 南台6-4-2　三・一教会内
18歳まで無料　保護者300円
または持ち寄り一品

食材配布

南 4 新磯みんなの食堂さくら 第1・3水曜日17:00～
※祝日の場合は第2・4水曜日

新戸2479　久保田宅 お弁当1食200円 お弁当配布

南 5 ひよここども食堂 第4日曜日11:00～ 相武台団地商店街　6号店舗 こども0円　大人300円 お弁当配布

南 6
あんチョコミックス
【大野中】

第3木曜日17:00-19:30 大野中公民館 子ども無料　大人100円 お弁当配布

南 8 くぬぎこども食堂 第3火曜日16:30-16:50 東林公民館 こども100円　保護者300円 お弁当配布

南 9
あんチョコミックス
【大野台】

第4木曜日17:00-19:30 大野台公民館 子ども無料　大人100円 お弁当配布

南 10 ひばり食堂 第4土曜日 12:00-14:00 大野南公民館 子ども無料　大人300円 活動中

南 11 ぴよにわ子ども食堂 不定期　次回は5月開催予定
※相模女子大学HPを参照

ユニコムプラザさがみはら
小中学生100円　高校生150円
大学生以上300円

次回は5月予定

南 12 あさみぞみんなの食堂
第4日曜日11:30～
※3月は12日に開催

下原公会堂
お弁当:18歳以上500円、こども無
料　※食材配布は無料

お弁当配布

南 13 あさみぞふれあい夢広場
第3金曜日17:00～なくなり次
第終了

麻溝公民館
どなたでも無料
※当面は食材配布のみ

食材配布

南 14 にこカフェ 第3金曜日17:30-18:30 大沼公民館
18歳までと60歳以上無料
おとな300円

お弁当配布

南 15 てらこや食堂ラッキーズ
毎週月曜から金曜日
16:30-19:00　※祝日は休み

相模大野6-15-27 無料　※要事前登録 活動中

南 16 新磯こども食堂みかんの木 第2・4月曜日 17:00-19:00
ランチカフェみかんの木
(新戸1930-1)

子ども100円　高校生以上300円
※お弁当は1食200円

お弁当配布

南 17 子ども食堂　楽らくキッチン
第3金曜日17:00-18:00
※申込みは第2金曜17時必着

サポートセンター楽らく
(相模台1丁目15)

子ども無料　20歳以上300円 お弁当配布

南 18 TSUMUGUこども食堂
毎月13日と26日の前後
※3月は27日17:00～

ヴィアンフォーレ鶴舞108号室
（上鶴間3-24-1）

こども100円　おとな300円 お弁当配布

南 19 かみつるまひまわり食堂
令和5年4月から第4土曜日
12:00－13:00

上鶴間公民館 どなたでも300円
3月25日プレオー

プン開催

※長期休止中、活動状況不明の団体は表示していません。詳細はお問い合わせ下さい。［相模原市社会福祉協議会中央ボランティアセンター　042-786-6181］


