今、全国に広がっている「こども食堂」

in

県内でも増えてきています

in ひょうご

こどもが笑顔になれる、
人がつながる地域の居場所を
みんなで一緒に考えてみませんか

「こども食堂」シンポジウム

こどもの笑顔をみんなで支える

参加者
募集
2017 年３月 12 日
（日）

〜地域を結ぶ、こども食堂〜

日 時

※シンポジウムは申し込みが必要です

場 所 あかし市民広場
定 員
費 用

（明石駅前再開発ビル 2 階）

150 人（先着順）

JR 明石駅

無料

バスターミナル

明石駅前

パピオスあかし
パネリスト
くりばやし

ゆあさ

３

支援団体等活動報告

パ

午後３時３０分～４時３０分
県内支援団体等による取り組み発表

ル

展

示

関連団体、支援団体、子育て
応援企業によるブース出展。
（申し込み不要）

こども食堂
体験会

こども食堂の雰囲気が
体験できます。（食事、
レクリエーションなど）

時間／午前 11 時 30 分〜
午後 1 時 対象者／小学生
定員／ 30 人（先着順）
（申し込み必要 裏面参照）

コーディネーター

パネリスト
かわべ

ちえこ

2004 年より池袋本町プレーパーク
の運営に携わる。自他共に認める
「おせっかいおばさん」で、地域の
おせっかいさんを繋げ、子どもの
居場所を点在化することを目指し
ている。

ネ

県内でこども食堂を運営して
いる活動団体を紹介。

おがわ

やすこ

（にしなり☆
こども食堂）

こうじ

小河 光治

川辺 康子

（NPO 法人豊島
子ども WAKU
WAKU ネット
ワーク理事長）

（法政大学教授）

午後２時～３時３０分
テーマ／地域を結ぶ、こども食堂

こども応援フェア

栗林 知絵子

まこと

湯浅 誠

東京大学法学部卒。2008 年の年越
し派遣村の村長を経て、2009 年か
ら足掛け 3 年間内閣府参与に就任。
内閣官房社会的包摂推進室長、震災
ボランティア連携室長などを経て、
現在、法政大学現代福祉学部教授。

パネルディスカッション

ブ ー ス 出 展

パネルディスカッション／地域を結ぶ、こども食堂
パネリスト

２

同時開催

裏面の申込書に名前・電話番号
あかし市民広場
（パピオスあかし 2 階）
・住所を記入し、 3 月 3 日（金）
大明石町 1
までにＦＡＸまたはメールでお
国道 2 号
申し込みください。
手話通訳と要約筆記があります。

午後 1 時～ 2 時

県内こども食堂実施団体による事例報告

バスターミナル

同時開催

申し込み

山陽明石駅

申し込みが
必要です

事例報告

１

午後 1 時〜 4 時 30 分

（公益財団法人
あすのば
代表理事）

2001 年より子育て・子育ち支援
を開始。西成児童館を拠点に青少
年健全育成に力を注ぐ。2008 年
より「西成教育サポート 7 校区連
絡会」事務局。2012 年より「に
しなり☆こども食堂」を主宰。

明治大学卒業後、あしなが育英
会に専従。神戸レインボーハウ
ス館長などを歴任。現在、公益
財団法人あすのば代表理事。内
閣府「子どもの貧困対策に関す
る検討会」構成員。

【主催】「広がれ、こども食堂の輪！ in ひょうご」実行委員会
【共催】 明石市
【後援】兵庫県 明石市教育委員会
日本財団（予定） 兵庫県社会福祉協議会（予定） 兵庫県社会福祉士会（予定）

【協力団体】こども食堂ネットワーク関西 認定 NPO 法人フードバンク関西 特定非営利活動法人あっとすくーる 公益財団法人あすのば
公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 ひょうご子どもカフェ

わんはーと加古川

乙木ワイワイキッチン

生活協同組合コープこうべ

公益財団法人神戸 YMCA

【問い合わせ先】「広がれ、こども食堂の輪！ in ひょうご」実行委員会事務局 TEL:078-924-9105 FAX:078-924-9109（明石市社会福祉協議会内）

同時開催

事前
申し込みが
こども食堂の雰囲気が体験できます。
必要です

こども食堂体験会

こども食堂とは
「みんなで一緒に食べるごはんはおいしいな」
こどもがみんなでわいわいと食事が出来る“こども食堂”
「近所のこどもの顔、見に行ってみようかな」
地域の方とこどもを結ぶ“こども食堂”

お兄さん、お姉さんたちが
温かいごはんと優しい笑顔で迎えます。
“こども食堂”は、みんなでつくる
「こどもの居場所」です。

時間／午前 11 時 30 分〜午後１時
対象者／小学生 定員／ 30 人（先着順）
費用／無料

※アレルギー対応はしておりません。
参加者は開始時間までにお集まりください。

メニュー

近所のおじちゃん、おばちゃん、

（食事、レクリエーションなど）

。

みんなで作ろう おこのみ焼き♪
実際のこども食堂と同じように、
みんなでおこのみ焼きを作って
みんなで食べよう

申し込み方法

同時開催

2/20（月）

午前９時から
受け付け

申し込みは電話で受け付けます。

パネル展示

日時／ 2 月 20 日（月）午前９時から

参加予定

県内でこども食堂を運営している団体による展示
●こどもサポートセンター●にしのみやこども食堂
●わんはーと加古川●乙木ワイワイキッチン
●そのっこ夕やけ食堂

受け付け開始 ( 先着順 )

申し込み先／「広がれ、
こども食堂の輪 in ひょうご」
実行委員会事務局（明石市社会福祉協議会内）

TEL：078-924-9105

後援：子どもの貧困対策推進議員連盟 厚生労働省 文部科学省
社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国民生委員児童委員連合会 一般社団法人共同通信社
＊講師派遣事業について内閣府が後援
助成：中央共同募金会 「赤い羽根福祉基金」

「広がれ、こども食堂の輪！」全国ツアー実行委員会

http://kodomoshokudo-tour.jp/
<事務局>〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-19-21 一般社団法人全国老人給食協力会内
電話：03-5426-2547（祝日を除く月～金曜日 9時～17時） E-mail：kodomoshokudo.tour@gmail.com

シンポジウム申込書

「こども食堂」シンポジウムの観覧を希望される方は、下記の項目をご記入いただき、
ファクシミリまたは メールでお申し込みください。会場へは公共交通機関をご利用ください。

申込締切日：2017 年３月３日（金）

申込者①

ふりがな

名

申込者②

前

電話番号
住

所

FAX：078-924-9109

メールアドレス :

daihyo@akashi-shakyo.jp

【申し込み先】「広がれ、こども食堂の輪！ in ひょうご」実行委員会事務局
〒673-0037 明石市貴崎 1 丁目 5-13 明石市社会福祉協議会内

TEL:078-924-9105 FAX:078-924-9109

