
食事の提供や学習支援、遊びの場の整備など「子どもの居場所づくり」活動が、地域の皆さんの自発的

な取り組みによって広がり、市内では、５つの「子ども食堂」が活動しています。

子ども食堂とは

子ども食堂は、子どもが１人でも行ける無料または定額の食堂のこと。２０２１年１０月現在、全国で少なくとも、６，０１４

か所（※１）あります。

子ども食堂の役割

子ども食堂は、子どもの見守りの他、コミュニティの活性化や利用者の困りごと相談など、様々な役割を持つ「地域

の交流拠点」といった側面もあります。現在は、子どもに限らず、単身者や高齢者世帯など、どなたでも参加可能なオ

ープンな食堂も増えつつあります。

みんなの食堂 しゃきょう食堂

開催場所 総合福祉センター2階（末広2‐8‐29）
※令和4年10月から地域福祉活動センター

開催日時 第1、3金曜日、午後5時30分～6時30分
料 金 高校生まで無料、大人300円
主な提供メニュー お楽しみメニュー・カレー
提供できる数 70食
提供方法 テイクアウト
予約方法 要（前日まで）
問 合 せ 市社会福祉協議会 総務課!728‐2221
セールスポイント

市内で最初に立ち上がった子ども食堂です。ベテラン主婦
（夫）らが切り盛りしています。お楽しみメニューは、フー
ドドライブで集まった食品を中心に決めています。

子ども食堂 おけがわ西口レストラン

開催場所 桶川市商工会館2階（鴨川1‐4‐3）
開催日時 第4金曜日、午後5時30分～6時30分
料 金 高校生まで無料、大人300円
主な提供メニュー カレー、焼きうどん
提供できる数 50食程度
提供方法 テイクアウト
予約方法 要
問 合 せ 桶川市商工会!786‐0903
セールスポイント

青年会議所や市民有志の30～80代の幅広い世代が、それ
ぞれの持ち味を生かして子ども食堂を運営しています。テ
イクアウト時には、お菓子や食品の提供も行っています。
会場で食事ができるようになったら、イベントを予定して
います。

▲取材の日は KFCのフライド

チキン入りカレーを提供

（※１）NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ「こども食堂全国箇所数調査２０２１」より

▲モチモチした食感の極太

焼うどん
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リン ク

おけがわみんなの食堂「輪空」

開催場所 農業センター（川田谷4414）
開催日時 第3日曜日、午前11時～午後0時30分
料 金 高校生まで無料、大人300円
主な提供メニュー カレー
提供できる数 70食程度
提供方法 テイクアウト
予約方法 要（前日の正午まで）
問 合 せ oks.link2021@gmail.com
セールスポイント 生産者から提供を受けたとれたて新鮮野
菜をメニューに反映させています。
今後の展開

地元中学校の学校応援隊のメンバーを中心に若いスタッフ?!
が運営しています。今後、食堂と並行して、子どもの居場所
づくりとして学習支援やイベントの実施を考えています。

開催場所 坂田コミュニティセンター内（坂田東2‐3‐1）
開催日時 奇数月の第2土曜日、午前11時～午後1時
料 金 高校生まで無料、大人300円
主な提供メニュー 特製弁当
提供できる数 100食
提供方法 テイクアウト
予約方法 要
問合せ・申込み 右のグーグルフォームから
セールスポイント

看護師・保育士・歯科衛生士の資格を持つスタッフがいるの
で、食事の提供時に育児相談も可能です。また、畑で育てた
野菜の収穫体験にも参加できます。

桶川子ども食堂かつかつ亭

開催場所 かつかつ亭（加納2158‐1）
開催日時 第2金曜日、午後3時30分～5時（令和4年7月まで）
料 金 高校生まで無料、大人200円
主な提供メニュー からあげなど揚げ物を中心としたミックス弁当
提供できる数 50食
提供方法 テイクアウト
予約方法 要
問 合 せ !728‐8870

（※予約は、第2火・水曜日の午前10時～午後2時）
セールスポイント

お弁当と一緒にお菓子や食品など「おまけ」が多いのが特長です。
今後の展開 店内での食事の提供が再開出来たら、刺身などのメニ
ューも提供していきたいです。店舗を構えている強みがあるので、
令和4年8月から、開催日を固定せずに営業時間内ならいつでも提
供できるようにしたいと考えています。

※各団体が提供しているメニューは、アレルギー対応していません。

子ども食堂かのうの森
フードパントリー（食品の無償提供）も開催しています。

▲栄養のバランスがとれた特製弁当
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子子どどもも食食堂堂をを

ササポポーートトししよようう！！
ああななたたににももででききるる子子どどもも支支援援

子ども食堂を継続して開催するには資金が必要です。寄付をしたい

市内の団体へ直接寄付する

しゃきょう食堂への寄付
問合せ"市社会福祉協議会 総務課!728‐2221

おけがわ西口レストランへの寄付
問合せ"子ども食堂おけがわ西口レストラン運営協

議会（市商工会）!786‐0903

みんなの食堂「輪空」への寄付
※お金の寄付は不可。物品のみ相談後受付
問合せ"熊谷!090‐9399‐5988

（免責事項）

※寄付金の利用方法について、市は関与しておりませんので、対象寄付先にご確認ください。

※寄付者と対象寄付先との間で生じた紛争は、双方の責任と費用において解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとします。

市の社会福祉協議会がフードドライブ（※２）を実施しています。家

庭で余った食品は、社協の他、社協と協定を締結した郵便局に設

置された「フードドライブポスト」でも受け付けています。
食材を提供したい

〈フードドライブポスト設置局〉

桶川西一郵便局、川田谷郵便局、
桶川坂田郵便局、桶川神明郵便局、
桶川日出谷郵便局

（※２）フードドライブとは

家庭などで余っている食品を持ち寄り、まとめたものを子ども
食堂の他、地域の福祉団体や施設などに寄付する活動のこと。

フードドライブは、

食品ロス削減にも

つながる活動です。

かつかつ亭への寄付
※子ども食堂の運営資金は、かつかつ亭の売上から捻出
しています。皆さんのご来店、お待ちしています♪

問合せ"かつかつ亭!728‐8870

子ども食堂かのうの森への寄付
埼玉縣信用金庫 桶川支店
くらし応援KANOUのMORI
普通 口座番号 2130393
問合せ"和泉!090‐3437‐7740

▲フードドライブポスト

以下の食品は受付できません。

!生鮮食品 !瓶詰食品
!開封したもの !酒類
!外装や包装が破損しているもの
!賞味期限が２か月以下のもの
!外装や包装を開け、移し替えたもの（お米を除く。）
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①申込み

②ヒアリング

③派遣調整

個人

市民
グループ

④訪問支援

⑤実地研修

・お悩み相談　　・アドバイス

・ノウハウをレクチャー

※コロナ予防策としてオンラインによる

　助言も実施

子どもの居場所活動に実際に参加して体験学習

（子ども食堂・フードパントリー・学習支援

　・プレーパーク　など）

・日程調整

・担当アドバイザー

　選定

・LINE

・Web申込み

・電話

子ども食堂

学習支援

プレーパーク

フードパントリー
事
務
局

子どもの居場所を子どもの居場所を
作りたい！作りたい！

子どもの居場所を
作りたい！

子ども食堂を立ち上げたい

子ども食堂以外にもあります、市内の主な子どもの居場所

ヒビキカフェ

太鼓のパフォーマンス集団「響」が運営する、
若者と若者につながる人たちのカフェ。学校に
なじめない人や育児など幅広い悩みに応えてい
ます。

問合せ"ヒビキカフェ（南2‐4‐13）
"775‐7667

児童館

市の児童館は、１８歳未満の子どもなら誰でも自由に来館し遊

べる場所です（小学校就学前の子どもは保護者同伴）。年齢

に合わせた遊具を揃えている他、卓球・将棋・オセロなどの

大会や老人福祉センターとの合同イベントも行っています。

開館時間"午前９時～午後５時
休 館 日"第２、４日曜日、第４水曜日（１歳６か月健診の日）、

５／５（こどもの日）を除く祝日、振替休日、年末年始

問合せ!児童館（末広2‐8‐29 総合福祉
センター２階）"728‐7631

「当たり前と思っていた生活」実は、とても脆弱です

長引くコロナ禍や戦争による社会情勢不安など、想定外の出来事が起き、これまで以上に経済的困窮に陥り
やすく、家計の急変は、どの家庭でも起こり得る身近な問題となっています。
子ども食堂は、新たな地域のセーフティネットとしての役割が期待されています。市内の子ども食堂が継続

して活動できるよう地域のみんなで支えていきましょう。

子ども食堂を立ち上げたいが、何から始めたら良いかわからない人に対して、埼玉県が「こどもの居場所づくりア
ドバイザー」を派遣し、立ち上げから運営までのノウハウを提供します。

【特長】

!食品衛生、栄養、広報、福祉制度、
法律や資金などの多彩な専門家へ相
談が可能

!現場実習でノウハウが習得できる
!継続的なフォローアップ

問合せ"埼玉県子供の居場所づくり推
進事業事務局（NPO 法人新
座子育てネットワーク）
"070‐1455‐0017

学習支援 プレーパーク
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「長寿を祝して」「「長長寿寿をを祝祝ししてて」」

内 容!市内の公共施設など１６か所を巡り、スタ
ンプを集めると、健康長寿いきいきポイ
ント事業（※１）のポイントが付与されます。
１か所あたり５ポイントです。詳細は市
からの案内をご覧ください。

期 間!９月１日㈭～３０日㈮※各施設の開館日、
開館時間内で実施します。

対 象!市から案内が届いた７５歳以上の人（８月
頃送付予定。スタンプラリーの台紙も一
緒に送付します。）

その他!参加賞とポイントの交換は、高齢介護課
または、社会福祉協議会で行います。

詳しくは!高齢介護課"788‐4940

市を温かく見守り、育てていただいた皆様に心から感謝し、お祝い申し上げま

す。

皆様がこれまでの豊富な知識と経験を生かし、健康で充実した生活が送れます

よう、また、生涯にわたって生きがいを持ち、安心して暮らすことができますよ

う、ご祈念申し上げまして、９月の敬老事業をご案内します。

※今年度も、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮し、事業を実施します。

９９月月敬敬老老事事業業ののごご案案内内

敬老祝金の贈呈

贈呈方法

口座振込（原則）で贈呈します。

※対象者には８月中旬頃に通知します。

なお、贈呈は９月１日時点において住民
基本台帳に記載されている人です。

市から直接、誕生月に贈呈します。
なお、贈呈は、誕生月の１日時点において、
住民基本台帳に記載されている人です。

支給金額

１０，０００
円

１００，０００
円

生年月日

昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日

昭和９年４月２日～昭和１０年４月１日

昭和７年４月２日～昭和８年４月１日

大正１２年４月２日～大正１３年４月１日

大正１１月４月１日以前

大正１１年４月２日～大正１２年４月１日

対象者の年齢

満80歳

満88歳

満90歳

満99歳

満101歳以上

満100歳

新規
事業

『いきいき敬老スタンプラリー事業』
―健康長寿いきいきポイント事業の敬老事業版―

（※１）健康長寿いきいきポイント事業とは

市が指定した各種事業（健康診査、介護予防事業、生涯
学習など）に参加したり、健康に関する自己目標を立てて
実行したりすることでポイントを獲得し、５０または１００ポ
イントに達すると記念品と交換できる事業です。

参加者全員に
参加賞があります。
ぜひ、ご参加くだ
さい！

桶川市内共通お買い物券（５００円）
オケちゃんコースター

オケちゃん Tシャツ、
オケちゃんエコバック

５０P

１００P

記
念
品
の
例

講談師による独演会を開催します
詳しくは!老人福祉センター"728‐1122

演 目!七夕
と き!８月２２日㈪ 午後２時３０分～３時１０分 ところ!老人福祉センター会議室
対 象!１８歳以下の人とその保護者、６０歳以上の人 講談師!外川 澄輝さん
定 員!２０人【先着順】
申込み!８月８日㈪から、電話または直接、老人福祉センターへ。
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自治会などが行う敬老事業に対して、事業費
の助成を行います。
助成額!自治会内などの令和４年度に満７５歳以

上（昭和２３年４月１日生まれ以前の
人）の人数に、１，０００円を乗じた金額

（事業の実施および内容は、自治会などにより
異なります。）

市市民民ホホーールル事事業業桶桶川川市市共共催催
指定管理者 桶川地域文化振興共同事業体主催

詳しくは!市民ホール"789‐1113

「開館２５周年記念 祝・敬老 細川たかし
コンサート」を開催します

と き!令和４年１０月２日㈰
〔第１回目公演〕
午後２時から（開場１時３０分）
〔第２回目公演〕
午後４時から（開場３時３０分）

ところ!市民ホール
料 金!全席指定 前売４，５００円 当日５，０００円

一般発売７月３０日㈯より
出 演!細川たかし、彩青（予定）
チケット購入の問合せ!電話で、市民ホール（"

789‐1513）へ。

べべにに花花ふふるるささとと館館敬敬老老事事業業
指定管理者 アイル・コーポレーション主催

詳しくは!べに花ふるさと館"729‐1611

飲食割引き事業

内 容!対象者および同伴者の飲食代総額から
２０％値引き

期 間!９月１日㈭～３０日㈮
午前１１時～午後３時
※定休日（９／５、１２日、２０日、２６日）

予約・問合せ!８月２３日㈫午前１０時から、電話
で、べに花ふるさと館
（"729‐1611）へ。

※詳しくは、対象者にお送りする案内をご覧く
ださい。

地域等敬老事業助成事業

老老人人福福祉祉セセンンタターー敬敬老老事事業業
指定管理者 桶川市社会福祉協議会主催

と き!９月１９日（月・敬老の日）

午後２時～４時

ところ!東公民館

対 象!６０歳以上の人、小中学生

およびその保護者

出 演!林家たま平・桃月庵こはく

定 員!５０人【先着順】

入場券"９月１日㈭午前１０時から

老人福祉センターで配布

詳しくは!老人福祉センター"728‐1122

来館者プレゼントの配布

９月１２日㈪～１９日（月・祝）の来館者へ、マス

ク・ウェットティッシュなどのプレゼントと

「脳トレ問題」を配布します。

配布した「脳トレ問題」に回答・提出した人

には、更にプレゼントを用意しています。

お楽しみ風呂（予約制）

９月２日㈮・３日㈯

９月９日㈮・１０日㈯

９月１６日㈮・１７日㈯

９月２２日㈭・２４日㈯

レモン風呂

ひのき風呂

ハーブ風呂

ミント風呂

敬老落語会
（児童館との合同事業）
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〈４回目接種を受けられる人へのご案内〉
対象!３回目の接種完了から５か月以上経過し、①または②に該当する人

①接種日時点で、６０歳以上の人
②接種日時点で、１８～５９歳の基礎疾患がある人（接種の努力義務は適用されていません。）
※接種券の発行に当たって、申請が必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、健康増
進課まで問い合わせください。

※予約できる期間は順次開放しているため、特定のワクチンを希望する人は、予約時点で空きがな
い可能性があります。その際は、次の予約期間追加日をお待ちください。（ワクチンの入荷状況
によっては、お待ちいただいても、ご希望のワクチンを接種できない可能性があります。）
※令和４年５月以降に３回目接種が完了した人のスケジュールは、予防接種期間が延長になった際
に、広報や市ホームページでお知らせします。
※予約開始日は上記のとおりですが、接種できる日は３回目接種から５か月経過後の日付以降とな
ります。

新型コロナワクチン接種

９月分のスケジュールなどについて
詳しくは!健康増進課"786‐1855

国が定めた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種期間は、

9月30日㈮ までとなっています（７月１１日時点）

１０月以降の予定は未定です。国から延長の方針が示された場合、改めて
お知らせします。

〈予約できる期間の追加と使用ワクチンのご案内〉

予約できるワクチン

ファイザー社製

モデルナ社製

ファイザー社製

モデルナ社製

※１、２回目接種を希望する人および１２～１７歳で３回目接種を希望する人は、ファイザー社製のワクチン
を使用する週のみ予約できます。

新たに予約できるようになる期間

９月５日～１１日

９月１２日～１８日

９月１９日～２５日

９月２６日～３０日

予約期間追加日

７月２９日㈮
午前９時から

８月１８日㈭
午前９時から

本市に供給される４回目接種用のワクチンは、ファイザー社製約８，０００回分、モデルナ社製約
３０，０００回分であるため、今後、国からファイザー社製ワクチンの追加供給がなく、予防接種期間が
延長となった場合には、１０月以降に使用するワクチンは、モデルナ社製のみとなります。（１、２
回目の接種およびモデルナ社製ワクチンの使用が認められていない１２～１７歳の３回目接種を除
く。）

予約スケジュール!

予約開始日

午前９時から
８月９日㈫

８月１８日㈭

接種券発送予定日

８月２日頃

８月１０日頃

３回目接種完了日

４月１日～１０日

４月１１日～３０日

新型コロナワ
クチン４回目
接種について
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