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編集部が笠川店長にインタビューしました
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千葉市中央区松波3-3-6、駐車場2台
11:30~14:00 L.O.／
土日のみ夜も（17:30~20:15 L.O.）
【月火定休】
043-255-3327

DATA

市原市千種5-12-1千種ヴィレッジ内、
駐車場20台
10:00 ～ 16:00 L.O.【火定休】
070-3360-5021
 

DATA

市原市姉崎東2-6-12（本店）、駐車場4台
9:00 ～ 18:00（生地が無くなり次第）
【月定休】
0436-63-4802 

 

DATA

千葉市稲毛区稲毛東3-8-11
17:00～22:00 L.O.【火水定休】
043-245-1294

DATA

袖ヶ浦市川原井1838、駐車場30台
11:00～16:00 L.O.【水定休】
0438-75-7335

 

DATA

木更津市朝日3-10-19
 イオンタウン木更津朝日
11:00 ～ 15:00
【土祝と第１,３,５日曜定休】
0438-23-9213（代）

 

DATA

館山市北条1882、駐車場8台
8:00 ～ 11:30【火定休・不定休】
0470-23-2133
※館山バイパス通りに
　支店「なかぱん」も

DATA

市原市牛久881-1、駐車場10台
10:45 ～ 15:00 L.O.
17:00 ～ 21:00 L.O.【月定休】
0436-98-3969
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　いま全国に続々と「子ども食堂」が誕生しています。千葉県でも県北
部を中心に30カ所以上あるようです。子ども食堂とは、地域の支え合
いの中から生まれたシステムで、食べ盛りの子どもたちが無料または
低額で食事することができます。食堂に限らず、お弁当や食材を配布
する所もありますし、常設でなく公民館やレストランで開催する場合
もあります。今号でご紹介している「きまぐれカフェclover」さんも、
「Amityいちはら子ども食堂」の協力店の一つです。
　子ども食堂が増えている背景には、日本の子ども（17歳以下）の貧
困率が約14%に達していることもありますが、何よりも、気軽に立ち寄
れて多様な人と交流できて栄養も補給できる「子どもの居場所」が今
の社会に不足しているという現実があります。各地の取り組みを支え
ているのは、食材や運営資金を寄付する企業や個人、そしてボラン
ティアの学生や大人たちです。いろいろな参加の機会がありますので、
ご興味のある方は下記サイトなどをご覧ください。

こども食堂実行委員会 Amityいちはら　https://amity.love/
　NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ　https://musubie.org/
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※「L.O.」はラストオーダーの時刻。営業時間や定休日は変わる可能性があります。お出かけ前にご確認ください
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市原市白金町1-38-3、駐車場2台
11:30～16:30 L.O.／
土曜7:30～9:30 L.O.【水日祝定休】
0436-26-7449

DATA

市原市青柳2031-1、駐車場10台
11:00 ～ 14:30 ／ 17:00 ～ 22:00
【月定休】
0436-22-2000 

DATA

市原市山田橋1-6-8、駐車場13台
11:00 ～ 14:00 L.O. ／
17:00 ～ 22:00 L.O.【火定休】
0436-37-3001
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