
岡山市内の子どもの居場所一覧　※新型コロナウイルスの影響で開催日時などが変更されている場合があります。 令和3年9月6日時点

学区
地区

種別 名称 運営団体 実施場所 開催日時 連絡先 E-mail ホームページ Facebook 公式LINE

深柢 フリースクール 志塾フリースクール岡山
NPO法人
志塾フリースクール
岡山

日産ビル3階
（北区中山下2-2-55）

毎週月･火･木･金
10:30～17:00

086-236-1832

志塾フリース
クール岡山
(futoukou-
okayama.com)

NPO法人 志塾フ
リースクール 岡
山 | Facebook

南方 学習支援 ふれあい勉強会
NPO法人すたんど
岡山大学ボランティ
アサークルろっと

きらめきプラザ(北区南方2丁
目13-1)、幸町図書館(北区幸
町10-16)

毎週火･水･木
18:00～21:00

086-279-0125

南方 子ども食堂 らっかんランチ食堂 岡山後楽館高校
岡山後楽館高校内の食堂
(北区南方1-3-15)

毎月１回
12:00～12:40

086-226-7100
(福祉科)

岡輝 子ども食堂 岡輝みんな食堂 岡輝みんな食堂
岡輝公民館・岡輝中学校区のｺ
ﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ・福祉施設など

第1日曜日
11:30～14:00

090-4691-
4611

kouki-minna-
syokudo2017@
outlook.jp

岡輝みんな食堂
| Facebook

IDを検索
@416ssfsq

鹿田 子ども食堂 おかえりこども食堂 個人 個人宅（北区大供本町）
毎月18日(4月のみ
15日)
18:00～19:30

086-231-2869
https://lin.ee/
5LaLmIw

鹿田 子ども食堂 こども食堂岡ちゃんち 個人 個人宅（北区新屋敷町）
第1金曜日
17:00-19:00
（不定期）

080-1454-
7441

okachanchi.kit
chen@gmail.co
m

御野 プレーパーク おかやまプレーパーク
NPO法人
岡山市子どもセン
ター

国際児童年記念公園こどもの
森（北区学南町3-6-1）

4月-9月10:00-
17:00
10-3月10:00-
16:00
（月・火休み）

086-242-1810
info@kodomo-
npo.jp

おかやまプ
レーパーク
(kodomo-
npo.jp)

おかやまプレー
パーク |
Facebook

御野 居場所 つながる＠home『ことこと』 cotocoto.coto
コミュニティハウスひとひと
（北区学南町2-5-55）

毎週月曜日
10：00-15：00

090-6347-
2221

https://ameblo
.jp/cotocoto-
coto/

吉備
子ども食

堂
学習支援

ひよこ子ども食堂
NPO法人
ひよこ子ども食堂

個人宅（北区川入）
第2土曜日
11:00～13：00

080-6317-
7569

団体検索｜お
かやま団体検
索 (okayama-
tbox.jp)

吉備 居場所 東平野南ふれあい広場 東平野南町内会
東平野南集会所（北区平野
145-1）

第1木曜日
16:00～18:00

080-1933-
4985

弘西 子ども食堂 岡ビル子ども達と食堂
岡ビル子ども達と食
堂運営委員会

岡ビル市場（北区野田屋町1-
3-3）

月1回 土曜日 086-227-3120

弘西 子ども食堂 博士の家みんな食堂 CAPおかやま
みんなが集まる博士の家（北
区広瀬町2-11）

第1、第2、第3金
曜日18:00～20:00

080-6339-
9740

cap_okayama@
hotomail.co.jp

♪みんなが集まる
♪「博士の家」み
んな食堂 - CAPお
かやま (cap-
okayama.net)

CAP おかやま |
Facebook

三門 子ども食堂 おはな食堂 NPO法人あかね はなだ屋（北区関西町3-5）
第3土曜日(不定
期)

086-256-7122
info@npoakane
.or.jp

おはな食堂 |
NPO法人あか
ね
(npoakane.or.jp
)

西 子ども食堂
子ども食堂おむすびころり
ん

NPO法人子ども食堂
おむすびころりん

お食事処アモイ（北区中仙道
1-4-27-1）

月4回 日曜日
17:00-18:00

086-250-6768
omusubikorori
n383@gmail.co
m

吉備 居場所 あそび空間ガジュマル NPO法人Attane
北区庭瀬2-1（2階）、北区庭
瀬2-10

第2日曜日、他不
定期開催

090-2935-
3341

あそび空間『ガ
ジュマル』 - NPO
法人 Attane (アッ
タネ） (npo-
attane.com)

北
区
中
央
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津島 子ども食堂 つしまみんな食堂 つしまみんな食堂
養護老人ホーム　報恩積善会
ふれあいホール、京山公民館

月1回
10:30～14:00

086-252-0471
(報恩積善会
担当:前田)

tsushimaminna
2020@gmail.co
m

Home |
tsushimaminna
(jimdosite.com)

つしまみんな食
堂 | Facebook

https://lin.ee/
6Tl2Lwi

中山 子ども食堂 大人・子ども食堂 地域有志
デイサービス　おおくに(北区
一宮145-2)

毎月最終日曜日
10-14

090-7127-
9484

中山 プレーパーク ももっ子広場プレーパーク
ももっ子広場プレー
パーク運営委員会自
遊広場

ももっ子広場（一宮浄化セン
ター東側）岡山市北区一宮
216-1

第4土曜日
14:00～17:00

080-2904-
8148

横井 居場所 桃園ひろば 桃園町内会 桃園会館（北区富原3237-32）
第2土曜13：00頃
～16：30頃

090-3372-
5483

旭東 子ども食堂 あったか食堂
岡山医療生活協同組
合
福祉交流プラザ旭東

福祉交流プラザ旭東（中区網
浜837-4）

第3土曜日
10:00～13:00

086-271-7880

平井 子ども食堂 子ども食堂・えがお
子ども食堂・えがお
運営委員会

岡山市立東山公民館（中区平
井4-13-33）

月1回 日曜日
10:00～13:00

086-276-6202
(東山公民館)

三勲 子ども食堂 東山つながりキッチン 地域有志
東山公園集会所（中区御成町
15-26）

第3金曜日
16:00～20:00

080-3873-
5626

IDを検索
@809gvojl

三勲 子ども食堂 ちいろばキッチン 地域住民有志
岡山聖約キリスト教会（中区
東山3-3-9）

第1土曜日
11:30-12:30

070-5057-
3487

みんな食堂
(church.ne.jp)

宇野 子ども食堂 うのっこ食堂
うのっこ食堂運営委
員会

宇野コミュニティハウス（中
区原尾島1-9-1）

第1,3木曜日
17:00～19:00

090-2808-
0160

うのっこ食堂 |
Facebook

宇野 居場所 穝子ども会フリースペース 穝子ども会　綸-rin-net 穝東町公会堂（中区穝85-3）
第4日曜日
13：30～17：00

070-8467-4862
sai.kodomokai
@gmail.com

https://sites.g
oogle.com/vie
w/rin-net/

宇野 居場所 子どもの居場所つくしんぼ
子どもの居場所つく
しんぼ

宇野コミュニティハウス（中
区原尾島1-9-1）他

月1回 土曜日
10:00～13:00

090-2809-
2700

幡多 居場所 なーんにもないかくれ家 関町内会有志 関公会堂(中区関87)
毎週水曜日
13：00～18：00

090-1358-
3862

幡多 子ども食堂 ひかり街食堂
社会福祉法人生き活
き館

サンパレス岡山(中区藤原光町
3-14-1)

月1回 土曜日
10：30～15：00

086-272-3618
(サンパレス
岡山)

旭竜 居場所 子育てひろば まんなか NPO法人まんなか
旭竜コミュニティハウス（中
区高島1-8-5）

木・土・日曜日
（不定期）9:00-
12:00

090-9063-
8410

mannaka.maru
maru@gmail.co
m

北
区
北

中
区
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西大寺 子ども食堂 さいさいこども食堂
さいさいこども食堂
サポーター

特別養護老人ホーム　中野け
んせいえん（東区西大寺中野
677-1）、西大寺ふれあいセン
ター

第2土曜日
10:00～14:00

090-2868-
3001

saisai.kids.2016
@gmail.com

さいさい子ども食
堂 | Facebook

ID検索
saisaikun20160
7

西大寺 居場所 子育て応援カンガルーポー
NPO法人
みんなの劇場・おか
やま

月曜）上道公民館、
火曜）西大寺公民館

第2月、火曜日
10:00～12:00

086-942-1544
info@npo.sakur
aweb.com

カンガルー
ポー | NPO法
人　みんなの
劇場・おかやま
(sakuraweb.co
m)

平島 子ども食堂
ひらじま子ども食堂おかや
ま

個人 原則非公開 必要に応じて開催
090-4692-
6768

ひらじまこども食
堂おかやま通信
| Facebook

豊 学習支援 ひだまり 地域有志
吉井川ふれあいプラザ（東区
西大寺浜338）

毎週月･木
16:00～17:00

090-7139-
3063

南輝 居場所 なんきっこひろば
なんきっこひろば運
営委員会

南輝小学校　教室と家庭科室
（南区南輝3-6-9）

年2回（夏休みと
冬休みに1回ず
つ）

086-265-6299

芳泉 子ども食堂 子ども食堂ひだまり
子ども食堂ひだまり
運営委員会

岡山市立南公民館（南区芳泉
3-2-2）

第1日曜日
11:00～12:30

086-263-1051

妹尾 子ども食堂 妹尾子ども食堂 地域有志 ハマはうす（南区妹尾249）
第3土曜日
11:00～14:00

086-282-0775

妹尾 居場所 しゃべりばおひさま 個人 個人宅（南区妹尾）
第4土曜日
13:00～15:00

080-3895-
1353

福田 子ども食堂 わっふる～みんなの食堂 地域有志
コープ大福2階会議室（南区大
福314）

第2土曜日
12:00～14:00

090-2809-
6505

南
区
南

南
区
西

東
区
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