
東淀川区　こどもの居場所一覧

あすかフリースペース
東淀川区東中島3-7-5

飛鳥西住宅集会所
06-6326-3661

毎週水曜日

15:00～17:00
● ● 啓発小学校児童のみ対象

地域の学び舎
東淀川区東中島3-7-28

むくのき学園5号館
https://keihatsu.jimdofree.com/

毎週水曜日

19：00～21：00
●

・むくのき学園校区限定

・中学生向けの学習会

Over　Fifteen
東淀川区東中島4-8-38

中島中学校
https://keihatsu.jimdofree.com/

毎週金曜日

19：00～21：00
●

・むくのき学園校区限定

・校区の15歳以上の方対象

放課後ぴーす
東淀川区東中島3-11-5

飛鳥住宅5号館集会所
06-6326-3670

毎月第２・第４木曜日

16:00～18:00
● ● 小学生~高校生対象

06-6322-6985

vpcvpc@iaa.itkeeper.ne.jp

https://awajiterakoya.jimdo.com

080-6145-9602

yoshiko.oga@h9.dion.ne.jp

朝ごはんやさん
東淀川区西淡路5-5-32

西淡路小学校 家庭科室
06-6322-1023

毎週月・水・金曜日

7:30～8:30
● 西淡路小学校児童のみ対象

06-6770-9113

labo@cocorojob.com

06-6322-1570

nova-jiyu-kukan@i.gmobb.jp

https://viva.syukudai-cafe.net/

0120-939-070

viva.higashiyodogawa@gmail.com

https://www.zubunogakkou.com

info@zubunogakkou.com

https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkag

o.html

06-6370-4138

pokkapoka@midwife383.com

https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkag

o.html

06-6370-4138

pokkapoka@midwife383.com

ぽっかぽかこども☆あさ

☆食堂

東淀川区菅原7-10-3

ぽっかぽか 菅原ひろば1

階

毎月第２・４火曜日

7:45～8:30

● ● ●
小学生対象

・月2,000円、1回500円

・臨時開校・休校あり

● 8月は休み

食べる 備考

kobato　子ども食堂・勉

強会
東淀川区西淡路2-8-10

【学習支援】

毎月第1・第3水曜日

19:00-21:00

【こども食堂】

毎月第2・第4水曜日

17:00-20:30

● ●
学習支援は中学生以上の方

対象

名称 実施場所
連絡先

(ホームページURL・電話・Ｅメール等）
実施時期 過ごす 勉強

子ども100円・大人400円で

夕食提供

●

ずぶの学校 東淀川区菅原6-24-17
毎週木曜日

15：00～19：00ごろ
● ●

● ●

小学生・中学生無料

放課後スペースviva! しゅ

くだいカフェ

東淀川区東淡路1-5-51

ショッピングタウン

エバーレ内

毎週月～金曜日(祝日除く)

15：00～19：00

年間1,000円の登録料・保険

料が必要
あわじ寺子屋

東淀川区西淡路3-14-11

もと西淡路小学校

毎週月曜日～金曜日

(祝日は休み)

•小学生

   17:00～19:00

•中～高校生

   19:00～21:00

● ●

淡路こども食堂

東淀川区淡路5-10-7

NOVAビル1階ギャラ

リー茶房「そら家」

毎月第２金曜日

食事提供　17:00～19:30

自習時間　16:00～17:30

自由時間　19:30～20:30

●

こころこども食堂
東淀川区西淡路5-1-1

こころカレー食堂
第４土曜日

ほうかご広場

ぽっかぽか

東淀川区菅原6-15-17

ぽっかぽか事務所

月曜日～金曜日

随時土曜日

17:00～20:00

● ● 利用には事前入会が必要

https://keihatsu.jimdofree.com/
https://keihatsu.jimdofree.com/
https://awajiterakoya.jimdo.com/
mailto:labo@cocorojob.com
https://viva.syukudai-cafe.net/
https://www.zubunogakkou.com/
https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkago.html
https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkago.html
https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkago.html
https://www.midwife383.com/pokkapoka/houkago.html


食べる 備考名称 実施場所
連絡先

(ホームページURL・電話・Ｅメール等）
実施時期 過ごす 勉強

http://chitose-kaigo.com

06-6329-8730

子どものカレー屋さん
東淀川区下新庄4-16

ふれあい喫茶　さくら園
06-6325-7700

毎月第４土曜日

(変更となる場合があります)
●

・下新庄地域の児童対象

・参加費100円（当日持参）

http://www.osaka-

kosodate.net/plaza/higashiyodogawa

06-6327-5650

higashiyodogawaku-plaza@osaka-kosodate.net

居酒屋　大人のホルモン 東淀川区豊新3-25-16 06-6321-6616
毎月第４日曜日12:00～

※なくなり次第終了
●

・中学生まで無料

・同伴の保護者300円

06-6329-0369 または 080-5311-6641

mateki1994.uhk1272@gmail.com

不登校支援フリースクール
東淀川区豊新1-11-18

豊北会館
080-5311-6641 毎週日曜日 ● ●

06-7163-7969

cocoron@cocorojob.com

ヨリアイだいどうしゅく

だいカフェ
東淀川区大桐5-19-69 https://yoriai.syukudai-cafe.net/

毎週月～金曜日

15：00～19：00
● ● 小学生対象

子どもフェスタ

（元・こども未来食堂）

東淀川区豊里5-5

豊里住宅第二集会所
ー 不定期（年３～４回程度） ●

・豊里南小学校区限定

・子ども無料・大人300円

のびのび学習室
東淀川区豊里5-5

豊里住宅第二集会所
ー

毎週木曜日

17:00～18:30
● ● 豊里南小学校児童のみ対象

こまつふれあい食堂
東淀川区小松4-15-7

小松福祉会館
06-6326-0510 毎月第２・４日曜日 ●

・子ども50円(中学生以下)

・大人250円

きっずサロン・ぴーす
東淀川区北江口2-4-8

井高野福祉会館
06-6340-8765

毎月第2火曜日

18:00-20:00
● ●

080-4486-1303

hokkori_net@yahoo.jp

※新型コロナウイルスの感染状況等により、内容が変更されている場合もありますので、各こどもの居場所へ事前にご確認いただきご利用ください。

※掲載の許可をいただいているところを掲載していますので、東淀川区内すべての「こどもの居場所」を掲載しているものではありません。あらかじめご了承ください。

東淀川区豊新4-18-9

老人憩の家

毎週金曜日7：30～8：00

頃（登校時間まで）

ほうしん

こども食堂

●菅原こども自習室
東淀川区菅原7-15-1

菅原福祉文化センター

毎月第２・４金曜日

15:30～自習

17:15～食事

17:45～解散

●

毎週月～金曜日

10：00～19：00
● ●

● 豊新小学校児童のみ対象

よってっ亭　こどもカ

レー食堂
子ども100円・大人300円

東淀川区子ども・子育て

プラザ

東淀川区豊新2-1-4

東淀川区役所4階

毎週火～日曜日（祝日・年

末年始を除く）

10：00～17：00

● ●

東淀川区北江口4-21-19
毎月第2日曜日

12：00～15：00
● ● ●

学習支援教室

cocoron
上新庄3-1-33

http://chitose-kaigo.com/
http://www.osaka-kosodate.net/plaza/higashiyodogawa
http://www.osaka-kosodate.net/plaza/higashiyodogawa
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