
地域こども支援ネットワーク事業　登録団体一覧（掲載不可団体を除く）

名称 区

TOTTOひめじまこども食堂 とっとひめじまこども食堂 西淀川区

子どもフェスタ 東淀川区

のびのび学習塾 東淀川区

こども朝食堂 東淀川区

ほうかご広場 東淀川区

清水五中町会 こども食堂あゆみ 旭区

とも淀キッチン♪ とも淀キッチン♪ 淀川区

特定非営利活動法人スイスイ・すていしょん 加島スイスイ子ども食堂 淀川区

NPO法人西淀川子どもセンター いっしょにごはん！食べナイト？ 西淀川区

フリースペースなごむ フリースペースなごむ 淀川区

中西金属工業株式会社 なかに輪こども食堂 都島区

あさひ子ども見守りネットワーク 高殿こども食堂あのね 旭区

こども食堂「まなび」 こども食堂「まなび」 旭区

鷺洲地域活動協議会 さぎすキッズサークル 福島区

北中島宿題ひろば 北中島宿題ひろば 淀川区

こども０円食堂プロジェクト 十三こども0円食堂 淀川区

特定非営利活動法人くるる にしよどこども食堂くるる 西淀川区

新北野子ども食堂 新北野こども食堂 淀川区

特定非営利活動法人あわじ寺子屋 あわじ寺子屋 東淀川区

特定非営利活動法人自由空間倶楽部 淡路こども食堂 東淀川区

特定非営利活動法人あすかコミュニティ ピース 東淀川区

COCOらぼ co-arc 東淀川区

NPO法人　女性と子育て支援グループ・pokkapoka

団体名
活動場所

豊里南地域活動協議会

登録：１５２団体（令和２年８月末現在）
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名称 区
団体名

活動場所

JCワークス 子供食堂「まん中広場」 西成区

山之内子ども食堂運営委員会 山之内子ども食堂 住吉区

東田辺地域活動協議会 東田辺子どもなかよし食堂 東住吉区

南大阪医療生活協同組合　組合員活動部 こども食堂「にじっこ」 住吉区

ボランティアグループ「みんなの食堂」 ボランティアグループ「みんなの食堂」 阿倍野区

めばえkitchen晴明丘 めばえkitchen晴明丘 阿倍野区

社会福祉法人ライフサポート協会　障がい者活動センターオガリ作業所 ごはん倶楽部 住吉区

社会福祉法人ライフサポート協会　地域自立生活支援センターなごみ なごみ食堂 住吉区

地域の茶の間 おかえり食堂 東住吉区

株式会社クリエイト　オフィス ひらのこども食堂 平野区

住吉べんきょう会 住吉区

寿こども料理食堂 住吉区

子どもの居場所まーる 西成区

まーるの朝ごはん 西成区

(自立支援型)フリースクールところ 平野区

移動式フリースクールところ 都島区

北田辺生涯学習ネット「育てる」 たけとんぼこども食堂 東住吉区

安立地区社会福祉協議会 安立親子・高齢者食堂 住之江区

café Lino café Lino 住之江区

ニコニコ食堂 ニコニコ食堂 住之江区

さざんか平林協議会 ひらこや 住之江区

一般社団法人大阪市よさみ人権協会 あゆみの広場 住吉区

特定非営利活動法人教育・夢ねっと矢田 ゆうあいセンター 東住吉区

しらさぎチャペル しらさぎ子ども食堂 東住吉区

ピンポン食堂 藍朱とピンポン食堂 東住吉区

一般社団法人　子どもの居場所まーる

特定非営利活動法人ところ

公益財団法人住吉隣保事業推進協会
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名称 区
団体名

活動場所

矢田中学校寺子屋食堂 矢田中学校寺子屋食堂 東住吉区

たかあいふたばの会 たかあいふたばの会 平野区

NPO法人おれんじ 平野区みんな食堂ネットワーク 平野区

一般社団法人豆とあずき あずきちゃん食堂 平野区

宗教法人八尾南福音教会 子供食堂 平野区

河堀口駅前こども食堂 河堀口駅前こども食堂 阿倍野区

賑やかごはんの会 此花こども食堂 此花区

カレーハウスほっこり亭 港区

築港まなびば 港区

いそじ～らんど 港区

子育てサロン　いそじキッズ 港区

キッズサロン「ななとこ」 キッズサロン「ななとこ」 福島区

みなとみんなの食堂 港区

ながほりこども食堂 西区

鶴町子ども食堂 大正区

ぴのこらーず えび庵ふぁん 福島区

田中地域活動協議会　田中食堂 田中食堂 港区

すまいるひろば すまいるひろば 港区

酉島こども食堂 酉島こども食堂 此花区

特定非営利法人フェリスモンテ ホームスペース「花しょうぶ」 旭区

社会福祉法人　まんてん らんまん子ども食堂 鶴見区

こども班会「コペルくん」 こども班会「コペルくん」 鶴見区

子ども食堂ひまわり 子ども食堂ひまわり 城東区

みんなのIBASYOプロジェクト こども０円みんなのごはん 東成区

NPO法人PASまいんど こども食堂うつぎ 鶴見区

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合

ほっこり亭実行委員会

磯路地域活動協議会
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名称 区
団体名

活動場所

菫社会福祉協議会 Sumire　Smile　Space 城東区

eトコ・プロジェクト てらこやeトコ 東成区

舎利寺社会福祉協議会 舎利っ寺パワーアップ食堂 生野区

一般社団法人わいわい わいわい親子晩ご飯 東成区

団地の寺子屋 団地の寺子屋「子育てサロン」 城東区

社会福祉法人みおつくし福祉会母子生活支援施設リアン東さくら ひだまり学習塾 東成区

一般社団法人ひとことつむぐ 猪飼野子どもプロジェクト 生野区

えのはなれすとｘらん実行委員会 えのはなれすとｘらん 鶴見区

NPO法人子どもネットワーク・ワルツ 子ども食堂もぐもぐ 旭区

特定非営利活動法人クロスベイス 学習サポート教室DO-YA 生野区

mamaお助け隊　和み つるみのオカンの井戸端食堂 鶴見区

城東鶴見浴場組合 子育て広場 城東区

生野子育ち社会化研究会 生野こども食堂 生野区

NPO法人　関西こども文化協会 ティーンズスペース 旭区

株式会社結心 寺田町ジオラマこども喫茶 天王寺区

あびんこモーニング（こども朝食堂） 住吉区

ごちゃまぜ食堂 住吉区

児童養護施設　四恩学園 児童養護施設　四恩学園 天王寺区

オンテくん子ども食堂実行委員会 オンテくん子ども食堂 浪速区

こどもひろば こどもひろば 天王寺区

おりおのワイワイ食堂 おりおのワイワイ食堂 住吉区

株式会社　笑福 こども食堂「おかき亭」 西成区

浪速地域・地域活動協議会 浪速こども食堂「チェリー」 浪速区

こもれびカフェ×えほんとごはん こもれびカフェ　えほんとごはん 西成区

NPO法人Revive　House たこ焼きハウス 中央区

社会福祉法人四恩学園
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名称 区
団体名

活動場所

一般社団法人京橋地域活性化機構 京橋こどもカレー食堂 都島区

みんなの食堂みどりのにわ みんなの食堂みどりのにわ 平野区

こどものへや「しま☆ルーム」 しま☆ルーム 中央区

NANA’Sキッチン 夢酒粋亭 中央区

ダニエル教室&子ども食堂 ダニエル教室&子ども食堂 中央区

わたしカフェ 大正区

はとばカルッチャ 港区

いってみよう屋 西成区

やってみよう屋 西成区

かめカフェ 生野区

児童養護施設　高津学園 高津学園 天王寺区

阿倍野明石焼たこつぼ（ときわこども食堂） ときわこども食堂 阿倍野区

浪速区青少年指導員連絡協議会 海鮮ふたば屋（浪速区こども食堂） 浪速区

NPO法人トイボックス カフェLOBBY 浪速区

敷津こども食堂実行委員会 敷津こども食堂 浪速区

末日聖徒イエスキリスト協会 おおさかチルドレンクワイヤカラフル 城東区

こどもの里萩食堂 西成区

学童 西成区

ファミリーホーム・援助ホーム 西成区

勉強会 西成区

一般社団法人officeドーナツトーク 高校内居場所カフェ事業　ほか 西成区

生野地区運営委員会 生野会館解放するデー！ 生野区

あべの不登校児・軽度発達障がい児支援グループ「スペースゆう」 子どもの居場所 阿倍野区

NPO法人FAIRROAD

認定NPO法人こどもの里
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名称 区
団体名

活動場所

KATA-riva 北区

ASO-viva・MANA-viva 平野区

フードパスひらの 平野区

おこのみNICO NICO 阿倍野区

ライフスペースNOZATO こども食堂 西淀川区

千鈴食堂 "子どもとみんなの"ちりん食堂 福島区

聖賢連合振興町会 がもよんこども食堂 城東区

特定非営利活動法人み・らいず みらい食堂 住之江区

天理教難波分教会 なんばやこども朝食堂 生野区

公益社団法人全国環境対策機構 JEO子ども食堂 中央区

みんなで学ぶ教室 みんなで学ぶ教室 天王寺区

和芯 わしんこども食堂 東住吉区

天使のミールgo-on こども食堂　天使のミールgo-on 生野区

NPO法人チュラキューブ 杉本町みんな食堂 住吉区

「南百ふれあい食堂」運営委員会 南百ふれあい食堂 東住吉区

こころラボ こどもお笑い道場・こどもお笑い食堂 西淀川区

しぶちー わくわく探険隊 中央区

小路ドッジボールクラブ　グレープハーツ 小路ドッジボールクラブ　グレープハーツ 生野区

こどもランチ＆お楽しみ会 生野区

こどもふれあい喫茶 生野区

親子で学ぼう防災セミナー 生野区

特定非営利活動法人フォロ フリースクール・フォロ 中央区

ようこそおかえり食堂 ようこそおかえり食堂 阿倍野区

こうせい親子″食堂 こうせい親子″食堂 港区

社会福祉法人大阪自彊館 すまいる食堂 西成区

小路地域まちづくり協議会

一般社団法人　HOMEステーション
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名称 区
団体名

活動場所

天理教攝東分教会 しょうとう子供食堂 生野区

社会福祉法人ストローム福祉会　山王こどもセンター 永信こども食堂 西成区

大開こども食堂 大開こども食堂　た・べ・よ 福島区

いまふくこども文庫 城東区

今福おもちゃ図書館子育て交流サロン 城東区

てらキッズ運営委員会 九条北子ども食堂てらキッズ 西区

まち・かどや本舗 福・福くらぶ 福島区

Tおむすび食堂 Tおむすび食堂 西成区

元気休みYU-YA 子どもの居場所 YU-YA 生野区

きらきら 西淀川区

TabunkaJuku"Animo"（たぶんかじゅく「アニモ」） 西淀川区

南市岡子ども食堂実行委員会 港区

南市岡子育てサロン　スマイル広場 港区

こども食堂L・D・K こども食堂L・D・K（リビング・ダイニング・キッチン） 福島区

一般社団法人親子の絆をはぐくむ子育てラボ ママcaféスペシャル 福島区

NPO法人ゆらゆら みんなの居場所　あずま屋 港区

西淀川インターナショナルコミュニティー

NPO法人南市岡地域活動協議会

いまふくソーシャルネット
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