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日時 平成30年

会場 香川県社会福祉総合センター

（香川県高松市番町1-10-35）
7階大会議室・第一中会議室、6階和室研修室

1月20日
〔10：30～16：15〕開場は9：30

土

主催：「第２回広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー inかがわ」・「食でつながるフェスタかがわ」実行委員会
共催：一般社団法人全国食支援活動協力会、香川おもいやりネットワーク事業参画法人、かがわこども食堂連絡会
　　　社会福祉法人香川県社会福祉協議会
後援：香川県  香川県教育委員会  香川県保育協議会

香川県社会福祉総合センター

■タイムスケジュール
時　間 内　　　　容 会　　　場

詳しい内容、申込方法等については裏面をご覧ください

食を通じた子どもの未来とこれからの地域づくりを考える共通テーマ

同時
開催

こども食堂の輪！全国ツアー

第２回
平成29年度

9：30～ 16：15
10：30～ 10：45

12：00～ 13：00

14：30～ 14：40
14：40～ 16：10
16：10～ 16：15

10：45～ 12：00

13：00～ 14：30

受付・ポスターセッション
開会あいさつ・オリエンテーション

昼食交流（実演子ども食堂）・休憩

休憩・移動（10分）
総括シンポジウム「食を通じてつながり、つなげ、そして地域づくりへ」
閉会

基調提言（オープニングセッション）
テーマ「食べること、よりよく生きることについて考える」

７階大会議室
７階大会議室

６階和室研修室

７階大会議室
７階大会議室

〈分科会１〉７階大会議室
〈分科会２〉７階第一中会議室

〈分科会１〉「食を通じ地域における相互扶助の関係づくりをめざして」
〈分科会２〉「こども食堂と子どもの居場所づくり」

７階大会議室

今、「食」を通した参加の場づくりの取り組みが増えています。 先輩団体や仲間と出会い、今後の
活動に活かすノウハウを一緒に学びながら、ネットワークづくりのきっかけにしませんか。

広がれ、
食でつながるフェスタかがわ 

このイベント（食でつながるフェスタかがわ）は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会の助成を受け実施しています。

香川おもいやりネットワーク事業
シンボルキャラクター



社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
地域福祉課 （担当：石田、日下、十河、中條）
〒760-0017　香川県高松市番町 1-10-35
 TEL.087-861-2233　FAX.087-861-2664
Ｅ-mail :omoiyari@kagawaken-shakyo.or.jp

別添の参加申込書により右記事務局あてにお申込みいただ
くか、香川県社会福祉協議会ホームページより申込書を
ダウンロードのうえ、お申込みください。
（平成30年１月10日（水）必着）

日時 平成30年
場所 香川県社会福祉総合センター7階大会議室・第一中会議室、3階文化教養室

1月20日 〔10：30～16：15〕 ▶受付・ポスターセッションは9：30～土

食を通じた「子どもの育ちと権利、食育、フードロス削減、子ども食堂
など地域の居場所づくりと食支援、学習支援」などをテーマに、あらた
めて「食べる」こと「よりよく生きる」ことの意味について考えます。

「食を通じ地域における相互扶助の関係づくりをめざして」
～食を通じた地域づくり、居場所づくり、つながりづくり～

ポスターセッション

基調提言

平成29年度 第２回広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー inかがわ
[同時開催 ] 食でつながるフェスタかがわ

県内子ども食堂、子どもの居場所づくり、食育・食支援活動等を
実施している団体の活動の様子を、パネルにして展示します。

実演子ども食堂

昼食（弁当形式）を兼ねて、参加者同士が交流したり、こども食堂
のことを知っていただく機会とします。
参加ご希望の方は、参加申込みにあわせて事前にお申込みくだ
さい。

「食べること、よりよく生きることについて考える」

●パネラー

●コーディネーター

山崎 美貴子 氏
原田 佳子 氏
平野 覚治 氏

（東京ボランティア・市民活動センター 所長）
（美作大学生活科学部食物学科 教授）
（全国食支援活動協力会 専務理事）

「かねとう子ども食堂のご飯を食べて、みんなで交流!」

●パネラー

●コーディネーター 
●アドバイザー

（社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会 係長）
（社会福祉法人祐正福祉会ヌーベルさんがわ 副施設長）
（特定非営利活動法人子育てネットひまわり 代表理事）
（社会福祉法人琴平町社会福祉協議会 常務理事）
（美作大学生活科学部食物学科  教授）

村井 美保 氏
神前 政季 氏
有澤 陽子 氏
越智 和子 氏
原田 佳子 氏 

分科会2

分科会1

「こども食堂と子どもの居場所づくり」
～こども食堂の現状と課題、これからの広がりに向けて～

●パネラー

●コーディネーター 
●アドバイザー

（しうん子ども食堂（スクールソーシャルワーカー））
（かねとう子ども食堂  代表）
（社会福祉法人宇多津町社会福祉協議会 総務グループ長）
（香川スクールソーシャルワーカー協会 会長）
（香川大学教育学部 教授）

桺田 和代 氏
金藤 友香理 氏
藤沢 英明 氏
藤澤 　茜 氏
加野 芳正 氏

9：30～16：15

10：45 ～12：00

12：00～13：00

13：00～14：30

13：00～14：30

総括シンポジウム

「食を通じてつながり、つなげ、そして地域づくりへ」

●シンポジスト

●コメンテーター
●コーディネーター

（特定非営利活動法人子育てネットひまわり 代表理事）
（社会福祉法人未知の会高松屋島ファミリーホーム 施設長）
（しうん子ども食堂 代表（民生委員・児童委員）） 

（東京ボランティア・市民活動センター 所長）
（特定非営利活動法人わははネット 理事長）
（全国食支援活動協力会 専務理事）

有澤 陽子 氏
野町 文枝 氏
上野 忠昭 氏
馬場 加奈子 氏 （学生服リユースショップさくらや／株式会社サンクラッド 代表取締役）
山崎 美貴子 氏
中橋 恵美子 氏
平野 覚治 氏

食支援や食育など、食を通じて子どもから高齢者まで多世代との協働や、
居場所づくりや子育て支援などに取組む実践事例から学ぶなかで、お互
いつながり、役割があって支え合うことのできる、これからの地域づく
りについて考えます。

オープニングセッション

14：40～16：10

（当日会場にてお支払いください）

昼食は、卵、小麦、乳製品についてのアレルギー対応をしております。
また、準備の都合上、一度申込みをされた後の1月15日（月）以降の
キャンセルはできませんので、あらかじめご了承ください。

子ども食堂等の活動見学会を実施します。 活動見学会参加ご希望の方は、参加申込書によりお申込みください。

子ども食堂等活動見学会開催！

①かねとう子ども食堂
１月26日（金） 17：00～19：00

〔７階大会議室〕

〔７階第一中会議室〕

〔７階大会議室〕

〔７階大会議室〕

〔６階和室研修室〕

〔７階大会議室〕

日　時

場　所 高松市春日町1055－1
電　話 087-887-2727
参加費 500円（食事代）

②コミュニティカフェ ヌーベルかんざき
１月18日（木）、19日（金） 13：00～17：00日　時

場　所 さぬき市寒川町神前字脇3502-1
電　話 0879-49-1910
参加費 350円（コーヒー・ケーキ代）

③NPO法人子育てネットひまわり
　“まめの木クッキングCafe”

１月10日（水）、30日（火） ９：45～13：00日　時

場　所 高松市出作町382-1酒井ハイツ108
電　話 087-816-7700
参加費 500円（試食代）

１月18日（木）、19日（金） 11：30～14：00日　時

場　所 善通寺市生野本町2-15-31
電　話 0877-35-8561
参加費 750円（ランチ代）

④善通寺市地域支えあいセンターここ家
　“日替わりシェフの店”

＜参加費＞ 700円

定 員

名10

定 員

名各10
定 員

名各5

定 員

名各5

※キャンセルになる場合は、必ず前日までに各活動場所にご連絡ください。

申込方法

お問い合わせ先

香川県社会福祉協議会ホームページ
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/index.html

QRコードからもアクセスできます▶▶▶


