
柏市
こどもの居場所
活動マップ

問い合わせ
〒277-0005千葉県柏市柏5-8-12

04-7163-9001

こども食堂および学習支援を実施している
活動団体を掲載しています。

令和４年８月２０日発行
開催情報はこちら

こどもをはぐくむ子育てサイト

はぐはぐ柏

国道6号線

国道16号線

ご注意

コロナ禍での
運営のため、
実施予定が
予告なく変更

となることがあります。
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※本マップの情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、その内容について保証するものではありません。
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１) こども食堂はらぺこさん
２）布施近隣センター

柏市布施1196-5
３）毎月第３土曜日 11:00～
４）未就学児、小中学生[無料] 

① こども食堂はらぺこさん🍴

１) ＮＰＯ法人かしわこども食堂
２) 豊四季台近隣センター他

柏市豊四季台1-1-116
３) 第３土曜日 ※要問合せ
４) 未就学児、小中学生[無料] 

高校生以上[300円]

② かしわこども食堂 🍴

１) エビストロ EBIZO
２) エビストロ EBIZO 柏東口店

柏市中央町7-18 太陽ビル1F
３) 毎週第3日曜日 11:30～13:30
４) 未就学児、小中生[無料]

大人[500円]

③ こども食堂 エビストロ EBIZO 🍴

１) かしわっ子食堂あさひ
２) 旭町近隣センター

柏市旭町5-3-32
３) 毎月第３土曜日(８月除く)

12:00～14:00
４) 未就学児・小中高生[無料]

大人[300円]

④ かしわっ子食堂あさひ 🍴

１) かえる公園こども食堂を考える会
２)ＳＤＡ柏キリスト教会

柏市豊四季646-53
３) こども食堂

・毎週土曜日12:30～13:30
学習支援
・小学生 毎週金曜日

16:30～17:30
・中学生 毎週土曜日

17:30～19:00
４) 未就学児、小中高生[無料]

大人[200円]※学習支援は無料

⑤ かえる公園こども食堂 🍴📝

１) 光ケ丘こども食堂 そらの会
２) 光ケ丘近隣センター

柏市光ケ丘団地200-5
３) 毎月第３金曜日(４・８月要問合せ)

17:00～19:00
４) 未就学児、小中高生[無料] 

大人[300円]

⑥ 光ヶ丘こども食堂 🍴

１) 社会福祉法人ぶるーむ
２) ぶるーむの森

柏市中原1817-1
３) 月１回平日又は土曜日昼(要問合せ)

11:30～13:30又は17:00～20:00
４) 未就学児、小中高生[無料] 

大人[100円]

⑦ ぶるーむクラブ 🍴📝

・コロナ禍により休止中

⑧ 野沢町会こども食堂 🍴

１）NPO法人「木の住まいを創る会」
２) 西原中学校

柏市西原6-13-1
３）毎月第３又は第４土曜日

12：00～14：00

４) 未就学児、小中高生[無料] 
大人[300円]

⑫ 西原地区こども食堂「きずな」 🍴

１) 「チーム・ファイト！」
２) カフェランドちょこっと

柏市花野井611-3
３) 毎月最終日曜日 15：00～18:00
４) 未就学児・小中高生[無料] 

大人[500円]

⑪ ちょこっと 🍴

１) 主 催 ２) 場 所
３) 日 時 ４) 参加費等

🍴こども食堂

📝学習支援

１) NPO法人ひこばえ
２) デイサービスホームほがらか

柏市豊住1-4-15
３) 毎週水曜日 17:00～18:00
４) 無料
※現在はフードパントリーのみ

⑬ ほがらかルーム 🍴

１) 防災教育を考える会
２) 永楽台近隣センター

柏市永楽台2-11-25
３) 毎月第３土曜日 10：45～11:45
４) 未就学児・小中高生[無料]

大人[200円]

⑭ うさぎとカメ 🍴

１) 一般社団法人多夢多夢
２) ショップ＆カフェ ヨーナポット

柏市松葉町6-10-1
３) 毎週木曜日 11:00～14:00
４) 未就学児・小中高生[無料] 

大人[300円]

⑮ ヨーナポット 🍴

１) きみてらすこども食堂
２) しおり保育園となり

柏市大山台2-15-1
３) 毎週火曜日 18:00～20:00
４) 無料

⑯ こども食堂きみてらす 🍴

１) NPO法人ラ・コパン
２) 松葉町2-15-8吉井ビル1階
３) 毎週木曜日 17:00～19:00
４) 無料

⑰ こども食堂コパン🍴📝

１) 柏市青少年相談員賛助会
こども食堂キャラバン隊

２) 高田近隣センター他
柏市高田693-2

３) 毎月第３又は第４日曜日
(要問合せ)

４) 未就学児・小中高生[無料] 
大人[500円]

⑨こども食堂キャラバン隊 🍴
ＫSS賛助会

１) NPO法人
ワーカーズ・コレクティブういず

２) 大津ヶ丘商店会 クルトコ店舗前
柏市大津ヶ丘3-4-1-103

３) 学習支援
・毎月第2土曜日 12:00～
こども食堂
・毎月第4土曜日 12:00～

４) 未就学児・小中高生[無料]

大人[300円]

⑱ 大津ヶ丘こども食堂 🍴📝

１) 追花フードパントリー
２) マツウラ

柏市大井755-27
３) 毎月第3土曜日 10：00～12:00
４) 未就学児、小中高生[無料]

大人[100円]

⑲ 追花フードパントリー 🍴

１) 天の川
２) 酒井根小学校

柏市酒井根19-2
３) 毎月第２・４金曜日

14:00～15:30
４) 無料

⑩ 天の川 📝

１) ひまわりっこ
２) ひまわりプラザ

（沼南近隣センター）
柏市大島田440-1

３) こども食堂
・毎月第１・３土曜日

13:00～14:00
学習支援・お弁当配付
・毎月第２・４金曜日

15：00～18:00
４)未就学児、小中高生[無料]

大人[300円]

⑳ ひまわりっこ 🍴📝

１) 松葉町こども食堂
２) 松葉町デポー組合員室

柏市松葉町３丁目１５−１
３) 毎月第４水曜日

・ ５～９月 17:00～18:00
・10～４月 16:30～17:30

４) 未就学児・小中高生[無料]
大人[250円]

㉒ 松葉町こども食堂 🍴

１) Happy♡Simleこども食堂
２) 手賀の杜中央公園

柏市手賀の杜3-29-5
３) 月１回土曜日 12：30～

無くなり次第
４) 未就学児、小中学生[無料]

高校生・大人[300円]

㉓ Happy♡Smileこども食堂🍴

１) M’s Freak
２) ホルモンつねちゃん

柏市松ヶ崎421
３) 不定期
４) 要問合せ

㉔ ホルモンつねちゃん 🍴

１) ｍｍかしわこども食堂

★新富地域で開始予定

㉕ mmかしわこども食堂 🍴

１) ペイ・フォワード
２) 歩論館

柏市北柏2-12-17
３) 第１土曜日

・こども食堂 12:00～
・学習支援 10:00～16:00

４) 要問合せ

㉖ キッズレストランきらら🍴📝

１) NPO法人赤ちゃんのほっぺ
２) はぐはぐポケット中央

柏市旭町1-6-5 SHIMAビル5階
３) 毎月１回(5日間)

10：00～17:00
４) フードパントリー/無料

㉗ ふくふくほっぺ 🍴

１) 算数教室「単元王」
２) 生活クラブ風の村光ケ丘

柏市東中新宿4-5-12
３) 毎週水・金曜日 15：30～17:30

（小学生対象）
４) 無料

㉑ 算数教室「単元王」 📝


