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\ 地域のつながりで支える /

特集
子どもの
居場所

見た目では分からない困難を抱えている子どもの存在が社会問題になっています。そんな子どもたちを思い、家庭、学校とは違う「子ど
もの居場所」をつくる活動が増えています。子どもが自分らしくいられる場所、時間、環境をつくるため、地域のボランティア団体などが
支援を行っています。無料で学習支援を行う「めだかの学校」、栄養バランスの取れた食事と交流の場を提供する子ども食堂の「なかよし食
堂」。区内で活動する 2 つの団体を訪ね、子どもを応援する取り組みについて聞きました。
問子育て支援課子育て支援推進係（☎5722－8723、Ｆ5722－9328）

学習支援教室

めだかの学校

子ども食堂

めだかの学校は、予約の必要はなく、年齢を問わず誰でも参加できる無料の学習支援教室です。目黒本町校・
学びの分校・自由が丘校があります。自由が丘校は特別支援学級に通うお子さんを対象に活動しています。
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プロフィール
出産後から区内に住み、育児期を過ご
す。都内の会社に勤め、自身の子どもの
頃の経験から、2010年、区内に「めだか
の学校」を創設。
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子どもの居場所をつくりたかった
目黒本町校は、開校してから今年
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学生のときに来てくれていた子が中
学生になって、この場でリーダーシ
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の先生がいたり、大学生がいたりと
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なかよし食堂代表

ひろ

み

インクラン裕美さん
プロフィール
2012年から区内に在住・在勤。 3 人の
子どもを育てながら、看護職に勤める。
その経験を生かし、訪問看護の会社を設
立。その後、2018年、区内に「なかよし
食堂」を開設。
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なかよし食堂は、都立大学駅周辺を拠点に「とりつだい処（どころ）」という名前で、毎月 1 回開催していま
す。日曜日のお昼に、子どもは無料、大人は500円でカレーなどを提供しています。
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スタンスなので、こちらから強制す
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新型コロナウイルス感染症の影響
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地域のかたの愛情を
子どもたちにも知ってほしい
地域のつながりで、100円弁当プ

参加方法など詳細は、下表の
各食堂にお問い合わせください。
ホームページ（右コ
ード）から各食堂の活
動をご覧になれます。

/
プロジェクトに協力したボランティアとお店の
皆さん。「次もぜひ協力したい」と話していま
した
プロジェクトに参加した「シ
ェ・ソーマ都立大学」では、
カップケーキ付きのハンバー
グ弁当を販売

プロジェクトに参加した
「ソロノイ」では、ワン
ホールのピザを販売

区内の子ども食堂（区主催の子ども食堂連絡会に参加する子ども食堂）
名称（主催）

目黒本町校で勉強する小学生。自分のドリルを解
きながら、疑問点をスタッフに質問
名称

目黒本町校
めだかの学校

所在地

開催日時

毎週土曜日 9 ：00～12：00

学びの分校

目黒本町社会教育館
（目黒本町 2 − 1 −20）

自由が丘校

自由が丘地区。不定期開催（詳細はお問い合わせください）

毎週金曜日18：00～21：00

学習の合間にクイズで和む場面も

問い合わせ

☎090−3754−0864（勝見）
□medaka_no_gakkou１@yahoo.co.jp

めだかの学校ホー
ムページ（右コード）
から、活動の詳細を
ご覧になれます。

※感染症対策のため、活動を変更・休止する場合があります
★めぐろ区報は、日本語に加え英語・中国語（簡体・繁体）
・ハングルで読めるデジタルブックを配信しています。

めぐろごほんぎ子ども食堂（NPO法人こどもば）
めぐろおいしい子ども食堂（NPO法人こどもば）
かみめみんなの食堂（NPO法人こどもば）
にこにこ食堂（にこにこ食堂の会）
おてらでごはん（祐天寺）
ゆとり会議室（ゆとり会議室）
ちゃいるどべーす目黒本町（NPO法人ピスタ）
すずめ食堂（すずめ食堂の会）
とりつだい処（なかよし食堂）

主な活動場所

第 １ 水曜日18：15から
第 ３ 木曜日18：15から
上目黒住区センター（祐天寺 2 − 6 − 6 ）
第 ３ 土曜日12：00から
中央町を拠点に活動。現在は休止中
祐天寺（中目黒 5 −24−53）
不定期で日曜日11：00から
鷹番 3 −12− 3
不定期で日曜日11：30から
目黒本町社会教育館（目黒本町 ２ − １ −20） 第 １ 金曜日18：00から
大岡山東住区センター（碑文谷 3 −15− 5 ） 第 ２ 木曜日18：15から
第 ３ 日曜日12：00から
八雲住区センター（八雲 1 −10− 5 ）

※感染症対策のため、活動を変更・休止する場合があります
A digital book is delivered．

開催日時

問い合わせ

聖パウロ教会（五本木 ２ −20− １ ）

☎090−4169−2359（横山）
☎080−3546−2458（米山）
☎3712−9960
☎080−6121−8427（安芸）
☎5726−9109
☎090−8582−7651（神代）
☎070−3193−7956（インクラン）

