
こども食堂ネットワークぐんま　構成団体一覧
令和5年1月20日現在(敬称略)

運営主体 名称 〒 住所 代表者名 連絡先

桂萱こども食堂実行委員会 桂萱こども食堂 371-0007 前橋市上泉町1512-2　城東ホルモン 石原　隆行 kaigaya.kodomosyokudou@gmail.com

あつまれ前橋スポット実行委員会 あつまれ前橋スポット 371-0813 前橋市後閑町35　上川渕公民館 清水　紅 atsumaremaebashispot@gmail.com

こまがたつくし 379-2122 前橋市駒形町695-3 輪島　政子
027-266-8058
090-1124-1695

スリージェネレーションズ まえばしこども食堂 371-0122 前橋市小坂子町1593-2 山川　利恵子 090-9807-7216

宗教法人天理教本給分教会 前橋陽気こども食堂 371－0016 前橋市城東町4－13－7 德永　弘幸
027－231－7189

honharu5dai@gmail.com

ケービックス株式会社 問屋町こども食堂 371－0855 前橋市問屋町1－10－3 井上　哲孝 公式LINE（問屋町こども食堂）

みるく食堂 371－0013 前橋市西片貝町5－27－29　高橋ビル２F　MILK 藤井　秀彰 027－212－1510

宗教法人　福音伝道教団　前橋キリスト教会 こども食堂　のあ 371-0017 前橋市日吉町二丁目10番地10 塚田　直樹 027-231-8222

個人 広瀬地域キッチン 371－0812 前橋市広瀬三丁目26－2　広瀬第二県営住宅内 矢沼　裕子
代表　矢沼

090－5436－4531

一般社団法人Portal ふらっとこども食堂 371－0232 群馬県前橋市茂木町95-1 古井戸進 070 – 3277 – 0605

一般社団法人あったらいいなをカタチに ユニバーサルカフェはーと ３７１－０２４４ 群馬県前橋市鼻毛石町町1991-49　（あかぎ山ろくサードプレイス） 鈴木　隆子 090-4841-7355

特定非営利活動法人麦わら屋 子ども食堂「バラティエ」 371－0857 前橋市高井町一丁目30番地3 小野　介也 027-226-1039

高崎子ども食堂実行委員会 みんなでごはん 370-0076 高崎市下小塙町1387-3 長壁　愛 090-6192-1254

社会福祉法人みどの福祉会 まんまる食事会 370-1301 高崎市新町333　新町デイサービス内 丸茂　ひろみ 0274-42-0111 （新町デイサービス）

NPO法人居場所づくりサポートsamiitosu サミートス子ども食堂 370-0836 高崎市若松町5－8 今田裕子 070－5571－9019

社会福祉法人榛桐会 食育レストラン　晴れのひ 370-0072 高崎市大八木町168-1（浜川こどもとおとなサポートセンター内） 金田　寛之 027-361-1188

株式会社みや里企画工房 ころむすこども食堂 370-0864 高崎市石原町3267－１ 深井　稔 027-327-0124

社会福祉法人康龍会 ねむの木食堂 370-2107 高崎市吉井町池1151-1 森平　真幸 027-387-7274

こちら、学校前食堂 こちら、学校前食堂 370-1213 高崎市山名町1567-1 宮下　宏巳 027－388－8780

あいおい子ども食堂実行委員会 あいおい子ども食堂 376-0011 桐生市相生町２丁目554-7　桐生協立診療所 丹羽　政文 0277－53－7934

376-0011 【第２木曜】桐生市相生町５丁目572-1　デイサービスセンターコスモス相老

376-0002 【第３木曜】桐生市境野町４丁目1065-1　デイサービスセンターコスモス白滝

社会福祉法人三友会 うぬきこども広場 372-0007 伊勢崎市安掘町1179-1 羽鳥　守 0270-23-2200
（小規模多機能施設うぬき）

社会福祉法人宏池会　二葉こども園 二葉こども食堂 372-0036 伊勢崎市茂呂南町5318－14 岩内　義明 0270-25-2626

社会福祉法人　植竹会 ゆたかごはん 372-0842 伊勢崎市馬見塚町1196-1 島田　洋子 0270－20－3311

館林市 あかるい未来ネット・子ども食堂てとて 374－0041 館林市富士原町1241－8（西公民館） 菊池　真弓 akaruimirainet@gmail.com

ホルモンマン家 ホルモンマン家の子ども食堂 379-1126 渋川市赤城町三原田586-1 長岡　宗一 0279-56-2451(マルフクストアー)

ボランティア団体　信愛えんがわカフェ しんあいこども食堂 377－0008 渋川市渋川2220 臂　奈津恵 090－7099－0556

こども支援　やわレンジャー しぶかわこども食堂 377－0008 渋川市渋川3912-20　地域交流スペースjicca内 狩野　裕子 ywr805@gmail.com

Natur 昼あそび会 377-0062 渋川市北橘町真壁2354 青木　佑太 080－5087－4544

渋川市

株式会社ケア・コスモス コスモスこども食堂 蓮沼　元宏 0277-55-5294（担当：柏瀬）
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市町村

こども食堂

かがやき食事会 375-0051 藤岡市本動堂486-6 大林　輝代
0274－23－3019
090－2438－9847

鬼石マルシェの会 おにっこごはん 371-1401 藤岡市鬼石158（鬼石多目的ホール） 嶋田文江 080-1146-7862（嶋田）

富岡市 NPO法人妙義会 みつばち食堂 370-2411 富岡市妙義町上高田1208-6 真砂　芳夫
0274-64-9877

（妙義会地域交流館）

子どもワクワク食堂実行委員会 子どもワクワク食堂 市内公民館及び子どもワクワクハウス 今村　井子 090-8041-7622

ジジババ子ども食堂運営委員会 ジジババ子ども食堂 379-0224 安中市松井田町人見225-1　板垣與一記念館内 宇佐見　義尚 090-3819-4770

峠の茶屋 わんぱく子ども食堂 ３７９－０２２３ 群馬県安中市松井田町二軒在家１４４８－３ 大塚　敬子 090-7194-0821

みどりこども食堂ふぅ みどりこども食堂ふぅ 379-2313 みどり市笠懸町鹿　笠懸小中学校南　けやき保育園そば 家住　直子 070－4396－5307

とまり木 とまり木食事会 376-0101 みどり市大間々町大間々1378　みどり市介護予防複合施設いきいきセンター 板谷　章子 090-2244-9347(山同)

サリサリこどもカフェ 379-2313 みどり市笠懸町鹿4134－17 久保　陽一 090－3226－6644

社会福祉法人　チハヤ会 おむすび堂 379-2313 みどり市笠懸町鹿3607－1 理事長　田村　尚道 0277－32－3737

宗教法人　天理教栄森峰分教会 小平陽気こども食堂 ３７６－０１１１ みどり市大間々町小平515－3　天理教栄森峰分教会 西森　俊彦 ０２７７－７２－３８８８

ふれあいの居場所ふれんど 板井子ども食堂 370-1135 群馬県佐波郡玉村町板井「板井西部公民館」 小池　康雄
090-2463-7068
0270-65-7758

JOYクラブ ジョイキッズキッチン 370-1113 群馬県佐波郡玉村町箱石307 関口　信子
090-6567-9732

joykids354@gmail.com

明和町 群馬中央医療生協　明和班 まんまる食堂 370-0717 邑楽郡明和町須賀249-1　ふれあいセンターポプラ 早川　市子 0276-84-5350

おおいずみっ子食堂 おおいずみっ子食堂 370-0523 邑楽郡大泉町吉田2465　大泉町公民館 杉本　春美 090-1808-5969

NPO法人よりきど暮しの会 よりきど子ども食堂 370－0535 邑楽郡大泉町寄木戸1120　寄木戸南公民館 月橋　章 0276－63－5501

Otenki食堂 ３７０－２６２５ 甘楽郡下仁田町本宿3744-1 伊藤　春花 090-9642-1021

フォーS フォーS食堂 問い合わせください 荒川　健司 090-5412-8436

吉岡町 任意団体 koharu日和 370－3602 北群馬郡𠮷岡町大久保1828 白井　静香 090-1119-4007(白井携帯)

太田市 こどもの食堂び～ば～ ３７３－０００７ 太田市石橋町788-1 岩下　幸江 ０８０－７４２６－８４６０

協力団体

運営主体 名称 〒 住所 代表者名

館林市 フードバンク北関東 327-0321 館林市高根町109 0276－52－8188

前橋市 フードバンクまえばし 371-0026 前橋市大手町2-18-7 027-226-1591

NPO法人三松会 塚田　一晃

玉村町
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下仁田町


