
居場所名称 居場所開催住所 お問合せ先 活動状況 活動状況詳細 備考

1 すい・こども食堂
〒903-0806

那覇市首里汀良町3-

111-1 汀良市営住宅

糸へお問い合わせください ×
７月から開所

毎週土曜日 12：00～13：00

2
首里子ども食堂

たべっこ

〒903-0812

那覇市首里当蔵町2-8-2
− 3月に完全閉所

3 ほのぼのカフェ
〒 900-0002

那覇市曙1-18-12
090-3793-6436（玉寄） 〇

毎月第2・4土曜日

学習タイム10：00～

食事タイム12：00～14：00

4
安謝新都心

こども広場

〒900-0003

那覇市安謝1-8-24
098-941-5567 〇 毎週土曜日 9：00～13：00

5 かめはま子ども食堂
〒900-0012

那覇市松山2-14-1
098-863-0939 △

6月28日は弁当提供！

12：00～弁当無くなり次第終了

当日、LINEをチェックください！

弁当ご希望の方は左の

QRコードをLINEで読

み込みお友達追加し状

況をご確認ください。

6 天妃っ子カレー
〒900-0037

那覇市辻2-2-20 1Ｆ
098-866-6122 × 開所未定

7
夜間の居場所

「たまっこやかん」

〒900-0013

那覇市牧志2-3-15

玉の子保育園内

098-867-3221 〇
週2回（火曜・金曜）

18：00～21：00

利用したい方は

お問い合わせください

8 のびのび広場
〒900-0014

那覇市松尾2-20-13

（松尾二丁目自治会）

070-6597-0193（與儀） 〇
第１・第4土曜日 16：00～19：30

※可能な範囲で毎日 17：00～19：30

9 言事堂 那覇市壺屋1-4-4(1F左) 糸へお問い合わせください ×

再OPEN 7月10日

 ※工事中につき現在お休み

営業時間 11:00～19:00

休業日 水曜・第2・4木曜

営業時間中

一部スペースを遊び場

として子どもたちへ提

供

10

沖縄ラフ＆ピース

専門学校

あそぶガッコ。

〒900-0014

那覇市松尾2-1-29
098-917-1481 〇

コロナウイルス対策のため当面の間

土曜・日曜のみの利用 10：00～18：00

マスク着用の上で利用

をお願いしている

11
活き活きサロン

ちゅら花

〒900-0065

那覇市壷屋1-1-1
090-1942-7640(金城) 〇 毎週土曜日 10：00～15：00

12
泉崎子ども食堂

 くゎっちーやー

〒900-0021

那覇市泉崎1-13-25

イズミアレイビルＢ1Ｆ
ちねんやー

080-6773-3617(高里) × 開所未定

13 にじの森文庫
〒902-0062

那覇市松川275-4
070-4402-9201（金城） 〇

毎週水曜日 15：00～18：00

毎週土曜日 10：00～18：00

14 ユイマール塾

〒902-0062

那覇市松川3-18-30
（首里城下町クリニック

内）

糸へお問い合わせください 〇
毎週月・水曜日 18：00～20：00

※施設講演会利用日及び祝祭日を除く

15
みんなの食堂
（旧松川こども広場）

〒902-0062

那覇市松川2-16-1

シオンハウス内

080-3015-1979 (日高) 〇 月1回 第2土曜日12：00～15：00

 なは市子どもの居場所活動状況（6/25現在）
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16 町の自習室

〒902-0062

那覇市松川3-18-30
（首里城下町クリニック

内）

080-4312-9200(田名) 〇
週2回（月曜・水曜） 18：00～21：30

※当院講演会及び祝祭日を除く

17
ワクワク

ゆんたく食堂

〒901-0072

那覇市繁多川5-22-26

101

繁多川市営住宅集会所

090-1942-7270(野原) △
７月まで弁当提供

月2回 第1・3土曜日12：00～14：00
弁当無くなり次第終了

18
みんなの居場所

      えん

〒902-0078

那覇市識名1-5-10

070-5691-9857(東江)

070-5411-3348(伊志嶺)
〇 週5回(月曜～金曜)15：00～19：00

19 すくすく食堂
〒902-0077

那覇市⾧田2-23-1
098-831-9330 〇 月1回 第3土曜日18：00～20：00

20 サンキュウ
〒902-0077

那覇市⾧田2-24-76
糸へお問い合わせください 〇 月水金 14：00～17：00

21 ほのぼのヒロバ
〒902-0078

那覇市識名1-5-10

070-5691-9081(東江)

070-5691-9857(東江)

070-5411-3348(伊志嶺)

〇 毎週土曜日    15：00～19：00

22
マヒナジーモ学舎

（まなびや）

〒902-0077

那覇市⾧田2-9-33

伊佐アパート201

090-4340-0653(伊佐) 〇
木曜日 17：00～19：00

土曜日 10：00～12：00

23 放課後こくば教室
〒902-0075

沖縄県那覇市国場405

沖縄大学アネックス共創

098-832-5599 × 開所未定

24 子どもの広場in那覇
〒902-0073

那覇市上間245-1
080-3228-7996(細田) 〇

月～金 10：00～18：30

土曜日 10：00～18：00

日曜日 14：00～18：30

※火曜日定休日

詳しい開所状況はホー

ムページご覧ください

25 山城塾
〒900-0024

那覇市古波蔵3-20-1

千代正マンション1Ｆ

070-5818-5850(山城) 〇 週2回（火曜・木曜）18：00～20：30

26
小学生ユイマール塾

よぎ

〒902-0076

那覇市与儀1-15-10

八三会館

〇 毎週月・金曜日 16：00～18：00

27
小学生ユイマール塾

なかいま

〒902-0074

那覇市仲井真262-3
− 4月より完全閉所

28 むつみふれあい広場
〒902-0065

那覇市古波蔵2-18-2

むつみ会館

糸へお問い合わせください 〇 毎月第2土曜日  11：00～15：00

29
小禄市営住宅内

子どもの居場所

〒901-0156

那覇市田原3-6-1
098-857-0951 〇 月～金 16：00～18：00

団地内の子どもを

中心に利用している

30
グロリアキッズクラ

ブ

〒901-0154

那覇市赤嶺2-1-7-B
090-8293-0041(大城) 〇 毎週土曜日 16：00～19：00

31 Ｒ．Ｋアカデミー
〒901-0153

那覇市宇栄原2-14-1
糸へお問い合わせください 〇

小学生(月・木 15:00～18:00)

中学生(月・火・木 18:00～20:30)

通常授業と

オンライン授業併用

32
小禄にじのひろば

勉強室

〒901-0153

那覇市宇栄原2-2-1
090-9787-9100(湧田) 〇 毎週土曜日 10：00～12：00

33 すこやか宇栄原っ子
〒901-0153

那覇市宇栄原4-17-9

（宇栄原団地集会所内）

090-3416-1128(池間) 〇 毎週金曜日 15：00～17：00

他
しゃぶしゃぶ

美食蔵部

〒900-0037

沖縄県那覇市辻1-4-10
△

開所日はLINEでお知らせします。

LINEで友達追加ください。
7月までは弁当提供
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