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KiTi KiTchen

Mamatasukaru

石窯パン工房Parasso伊敷NT店

テイクアウトキッチン JYUMARU

HINATA

Mayuカフェ

たこやき大阪ほうらい饅頭 喜入店

鹿児島中央駅

かごしまこども食堂サロン

平川動物園

鹿児島
市役所

鹿児島県庁

谷山駅

弓指精肉店

カフェ茫洋

星のさくり

グランデ

結び屋

ガヤコーヒー
（図書館ガヤカフェ）

西川鮮魚店

肉の大野屋

路のカフェ

城山ストアー

味処 白雲

kitchen ひろとら

麺の房 雨ニモマケズ

ケンムンのお弁当

kitchenまえだ

山田食堂　ととや

おかやまさんちの2階バル

OG Oチケットかごしま G
協力店舗MAP

なかす子ども食堂9
お問合せ／090-2961-6233（松元）

●開  催  日／毎週木曜日
●開催場所／Mayuカフェ｜鹿児島市上荒田町１６－１２

Mayuカフェ

●所在地／鹿児島市上荒田町16-12●受取時間／前日までの予約制

☎090-2961-6233

要予約 色々

GOGOカレー ¥300

9

※来店前日20時までに予約ください

ご不明な点は「たくして」までお問合せください。
【メール】info@takushite-kagoshima.com
または☎���-���-����

こども食堂・地域食堂で
チケットをもらう

対象の飲食店で
チケットを使う

もらった食堂指定の協力飲食店で
店員さんにご提示ください。

裏面に「要予約」とある店舗は
事前にお電話でご連絡ください。

枚数に限りがあるため、期限内に
使える方のみ受け取りください。

お店指定のメニューから
お料理を食べられる

メニューは協力店舗による
かごしま
GOGOチケット

か
ご
し
ま

G
O
G
O
チ
ケ
ッ
ト

か
ご
し
ま

GO
GO
チ
ケ
ット

期限内に使えない時は
返却いただければ
他の人に配布できます♪

喜入子ども食堂19
お問合せ／090-8667-9850（亀井）

●開  催  日／第2土曜日(土曜授業のある日)
●開催場所／善行寺｜鹿児島市喜入町２５９

ほっぺ食堂15
お問合せ／080-2695-6625（西村）

●開  催  日／月に一回不定期
●開催場所／谷山北福祉館｜鹿児島市山田町２０３４

たわわタウン谷山子ども食堂16
お問合せ／080-6569-2375

●開  催  日／第１土曜日
●開催場所／たわわタウン谷山｜鹿児島市西谷山１丁目５

中名シバハラこども食堂18
お問合せ／090-5481-9783(外薗)

●開  催  日／第２土曜日
●開催場所／まちかどカフェシバハラ｜鹿児島市喜入中名町3424-2

友愛の里17
お問合せ／090-3199-6753（高橋）

●開  催  日／第３土曜日
●開催場所／坂之上福祉館｜坂之上４丁目１５－２

※チケットの配布基準は、対象の各こども食堂・地域食堂により異なります。※協力飲食店のメニューにより100円～300円程度の手出しがある場合があります。

使えるお店がわからない場合は子ども食堂・地域食堂でおたずねください

祥徳寺子ども食堂2
お問合せ／090-5484-0033（柴原）

●開  催  日／第３土曜日
●開催場所／祥徳寺｜鹿児島市吉野町８５５７

Mamatasukaru

●所在地／鹿児島市吉野町8740-2●受取時間／前日午前中までの要予約

☎099-295-0057

予約不要 和・洋・中

日替わり弁当 ¥400

その日の日替わり弁当を満足いただける
ように、丁寧に作り上げます。

2

https://maemugp.wixsite.com/website

星のさくり

●所在地／鹿児島市星ヶ峯2丁目51-7
●受取時間／火～土曜日：17時30分～19時30分

☎099-828-8497

要予約 日曜定休 洋食

からあげ等　揚げ物 ¥300

鶏のから揚げ、ちくわやうずら卵の串揚
げなど

15

弓指精肉店

●所在地／鹿児島市喜入町９２-４
●受取時間／平日９時～19時　日祝９時～17時

☎099-345-0236

予約不要 第３日曜定休 色々

唐揚げ、焼き鳥、コロッケ 差額支払

19

結び屋

●所在地／鹿児島市西谷山1丁目5 おいどん市場谷山館内
●受取時間／10：00～15：00※来店前日15時までに予約ください

☎099-230-7803

要予約 おむすび

豚汁ハーフおむすびセット ¥300

こだわりの「坊津みそ」を使用した人気の豚汁
に、お好きなおむすびが２個付いた満足のセット

16 11
おかやまさんちの2階バル

●所在地／鹿児島市光山1丁目８-９●受取時間／11時～14時（受取1時間前までに予約ください）

☎099-261-3037

要予約 土日祝定休 パスタ

こどもタコライス ¥400

17

Instagram／okabaru　HP／https://okabaru.com  

ガヤコーヒー（図書館ガヤカフェ）

●所在地／鹿児島市坂之上6丁目国際大学内
●受取時間／１１時～１３時３０分

☎099-262-5355

要予約 土日定休 お弁当

日替わり弁当 ¥410

日替わりの栄養バランス満点弁当。鹿児島国際
大学内図書館４階で手作り家庭料理を提供中

17

たこやき大阪ほうらい饅頭 喜入店

●所在地／鹿児島市喜入中名町48
●受取時間／9:30～18:30

☎099-345-0978

予約不要 たこ焼き

たこ焼き ¥600

ヤマイモ入りの生地に大きなタコを入れ
て焼き上げています。アツアツをどうぞ☆

18

吉野寺みらい食堂1
お問合せ／099-218-8356(上園)

●開  催  日／第4土曜日
●開催場所／吉野寺 門徒会館｜鹿児島市吉野町３２５４－１

KiTi KiTchen

●所在地／鹿児島市吉野町3216-75●受取時間／11:30～14:00

☎080-9247-7928

予約不要 木・日定休 お弁当

日替りランチボックス ¥400～¥600

野菜をたくさん使ったメニューを全て手
づくりしています。

1

完売次第閉店 予約可　Instagram／kiti.kitchen

うすき・こうようみんなの食堂14
お問合せ／090-2960-4282(高橋)

●開  催  日／毎月第3日曜日
●開催場所／宇宿中間福祉館｜鹿児島市宇宿7丁目14-25 ほか

kitchen ひろとら

●所在地／鹿児島市宇宿３丁目2-1 コスモタウン1F
●受取時間／10:00～21:00

☎080-3370-1610

予約不要 日曜定休 洋食

差額支払全メニュー

ハンバーグ・メンチカツなど 昔ながらの定
番の洋食を提供しております。

14

Instagram／kitchenhirotora9

ケンムンのお弁当

●所在地／鹿児島市宇宿９-21-15●受取時間／11:00～14:00

☎099-801-8656

要予約 月曜定休 お弁当

全商品 差額支払

ハンバーグ、唐揚げ、エビフライなど子ども
の好きなおかずをギュッと詰め込みました。

14

Instagram／kenmunbento

麺の房 雨ニモマケズ

●所在地／鹿児島市宇宿３丁目28-9 サンパティーク1F
●受取時間／11:00～14:30 18:00～22:00 Instagram／amenimo2020

☎099-251-5656

予約不要 月曜定休 中華

中華そば ほか 差額支払

中華そば専門店
ギョウザ・唐揚げなど

14

kitchenまえだ

●所在地／鹿児島市広木２丁目60-38●受取時間／10:00～12:30

☎099-813-8838

要予約 土日祝定休 お弁当

全商品 差額支払

指宿の自家菜園で採れた無農薬野菜を中心に使用した体に
やさしいおかずと、伊佐米を使用したお弁当です。

14

Instagram／kitchenmaeda

※一部対象外のおむすびが
　ございますので、ご了承ください
※一部対象外のおむすびが
　ございますので、ご了承ください

中郡スマイル食堂10
お問合せ／090-3347-4012（宝来）

●開  催  日／第3土曜日
●開催場所／郡元町内会公民館｜鹿児島市郡元2-7-19

味処 白雲

●所在地／鹿児島市郡元2-12-1
●受取時間／11:00～14:00

☎099-250-6446

要予約 日祝定休 和・洋・中

店内全商品対象 差額支払

とんかつ弁当をはじめ、毎日日替わりで
手づくりの弁当を提供しています。

10

ほしがみね☆みんなの食堂11
お問合せ／090-5288-3623（田中）

●開  催  日／第４日曜
●開催場所／星ヶ峯福祉館｜鹿児島市星ケ峯２丁目２６－６

山田食堂　ととや

●所在地／鹿児島市山田町3399-1
●受取時間／11時～14時30分 18時～20時30分 facebook／@totoya.yamada

☎099-298-5688

予約不要 和・洋・中

天津飯（単品） 差額支払

ふわふわの卵に甘酢のあんがたっぷり！人
気商品です！

11 15

西川鮮魚店

●所在地／鹿児島市和田1丁目43-1
●受取時間／10時30分～17時00分

☎099-268-3838

要予約 日祝定休 和食

お弁当 差額支払

内容はその日によって異なりますが、手作
りのお弁当を提供します。

11 15

森の玉里子ども食堂3
お問合せ／090-5381-1868(園田)

●開  催  日／第１土曜日・第3金曜日
●開催場所／玉里団地福祉館｜鹿児島市玉里団地１丁目７９－５０

肉の大野屋

●所在地／鹿児島市玉里団地3丁目19-1
●受取時間／9時～19時

☎099-220-5222
予約不要 月曜定休 やきとり

やきとり ¥300

レンジで温めるだけで美味しく食べられ
る「やきとり」です。

3

石窯パン工房Parasso伊敷NT店

●所在地／鹿児島市伊敷台五丁目２３－１
●8:00～19:00　7:00～19:00(土日祝)

☎099-218-3339

予約不要 火曜定休 パン

店内全商品対象 差額支払

生地にもこだわり、すべて自家製。体にや
さしい天然酵母のパンもご用意。

3

テイクアウトキッチン JYUMARU

●所在地／鹿児島市下伊敷２丁目21-11-16●受取時間／11:00～19:00

☎080-2790-0348

予約不要 日曜定休
不定休あり お弁当

店内全商品対象 差額支払

鹿児島県内産の食材にこだわった完全手
作りのお弁当を販売しています。

3

Instagram／jyumaru_91

天文館子ども食堂4
お問合せ／090-7986-3791(大木)

●開  催  日／第３日曜日
●開催場所／路のカフェ｜鹿児島市東千石町18-7

路のカフェ

●所在地／鹿児島市東千石町１８－７ 井上ビル
●受取時間／12:00～13:30　https://michi-no-cafe.owst.jp/

☎099-222-7586

予約推奨 色々

GOGO弁当 ¥300

月替わりで美味しい弁当を作ります。楽し
みにしててくださいね(*^-^*)

4
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\おかえり/こども食堂5
お問合せ／ LINE／＠715imhle

●開  催  日／月に数回 月曜日
●開催場所／party hall HINATA｜鹿児島市東千石町3-41 キャパルボ3階

Party Hall HINATA

●所在地／鹿児島市東千石町3-41キャパルボビル３F
●受取時間／16:00～18:00

☎080-1540-8680

予約不要 和洋折衷

日替わり弁当 ¥300

シェフが栄養とバランスを考え作ります。
その日の食材によってメニューが異なります。

5

ぼうようこども食堂13
お問合せ／090-1168-1284(大山)

●開  催  日／第３土曜日
●開催場所／カフェ茫洋｜鹿児島市西陵２丁目７－５

カフェ茫洋

●所在地／鹿児島市西陵2丁目7-5
●受取時間／10時00分～13時30分

☎099-281-7771

要予約 日曜定休 色々

バランス弁当 ¥300

こどもが好きそうなおかずに、野菜もたっ
ぷり使ったお弁当を準備して待ってます。

13

西田子ども食堂6
お問合せ／099-254-7974(中島)

●開  催  日／第２土曜日
●開催場所／鹿児島復活教会｜鹿児島市西田２丁目14-15

ナポリ通りのこども食堂7
お問合せ／090-4981-5544（事務局）

●開  催  日／第2土曜日・第4土曜日
●開催場所／ナガヤタワー2F｜鹿児島市上之園町3-1

しもあらたピッキー食堂8
お問合せ／099-254-6689（森口）

●開  催  日／月に1回 日曜日
●開催場所／天理教城長分教会｜下荒田4丁目42番12号

城山ストアー

●所在地／鹿児島市下荒田４丁目６－１●受取時間／営業時間内

☎099-257-3080

要予約 色々

お弁当 ¥300

栄養バランスを考えた「GOGO弁当」を提供します。
おかずはその時々で一部変わりますのでお楽しみに。

6 7 8 9

https://shiroyamastore.com/

cafeグランデみんなの食堂12
お問合せ／099-265-7110

●開  催  日／第２日曜日
●開催場所／鹿児島市星ヶ峯6-13-3

グランデ

●所在地／鹿児島市星ヶ峯6-13-3
●受取時間／11時30分～14時00分

☎099-265-7110

要予約 日曜定休 色々

日替わりGOGO定食 ¥300

栄養バランスを考えた日替わりのメニュ
ーになります。

12


