
「女性のつながりサポート事業」居場所一覧 ※それぞれの居場所の詳細については、各団体にお問い合わせいただきますようお願いします。

活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

県内全域
社会福祉法人滋賀県母子福祉
のぞみ会

大津市におの浜4丁目3番26号 077-522-2951
shiga-
nozomi@cotton.ocn.ne.j
p

西本　恵美
https://nozomi-
kai.com/

滋賀県内のひとり親家庭の方を対象に居場所を提供し
ております。
フードパントリー、交流会、体験活動など様々な居場所を
提供しています。
是非ご参加下さいね。

【大津エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

認定特定非営利活動法人
マイママ・セラピー

不定期のため、開館日はホー
ムページにてお知らせします

マイママhouse 大津市中央1-8-6 info@mymama.jp 押栗　泰代 https://mymama.jp/
「まちのほけんしつ」として、不定期に開館をしています。
保健師・助産師・歯科衛生士がいますので、開館日にはお
気軽にお越しください

逢坂Smiledoor子ども食堂
毎月第１水曜日
10：30～12：00

大津駅前公園・レストランカレン
ダー

大津駅周辺 090-1899-2969 殿城　弘子 季節ごとの癒し空間を提供しています。 申し込みが必要

逢坂アモーレ子ども食堂
毎月第３火曜日
14：00～16：00

マンションパーティールーム 大津市春日町1-5 090-1899-2969 殿城　弘子
『食べることは生きること』をテーマに食のサロンとお茶
会

申し込みが必要

さつき助産院。ＹＵＭＥＭＵＲＡ 火曜日・木曜日 モデルルームもりいえ 大津市伊香立下在地町 077-576-7321 yumemura5@gmail.com 西村 さつき

女性の健康を支える助産師がファシリテーターとなり、
座談会をおこなっております。シェアをすることでいろん
な生き方があることを知り、また話すことで自分の中に
ある答えをみつけませんか？ファシリテーター約の助産
師がそちらへお伺いすることもできます。

予約が必要です。子予約はこちらから。
https://coubic.com/sakiwa

【湖南エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

地域交流スペース かりん 随時（場所の提供のみ） 地域交流スペース かりん 守山市守山3丁目11-38 077-581-8436 gs-win@usennet.ne.jp 橋本 なし お申込みいただければ場所を提供します。

NPO法人オリーブの実
毎月第３土曜日11:30～
14：30

共生キッチン「オリーブの実」 守山市守山6丁目8-15-1 077-599-1401
npoolivenomi@gmail.co
m

西田　昌弘 お子様やご家族と一緒に気楽にお越しください。 事前申し込み不要。

ふらっと・ふれあい食堂（ママコ
ミュニティwacafe）

毎週月曜日10:00～13:00
（７、８月は２回）

多世代交流施設ふらっと
守山市守山１丁目7-14（泉町ふるさ
と会館となり）

090-3826-4898
sumiko.fukui@outlook.j
p

福井　寿美子

・多世代交流施設ふらっと
Facebookページ
・ママコミュニティ
wacafe公式LINEページ

多世代交流施設ふらっとでは「気軽に立ち寄れる居場
所」を目指して活動しています。昨年度よりママコミュニ
ティwacafeさんとの居場所づくりに取り組んでいま
す。

ママコミュニティwacafeの参加は公式
LINEからお願いいたします。
Wacafe開催日時に１階をフリー・カ
フェとして開館しています。

ひとり親カフェひまわり
毎月第４日曜日
10：00～15：00

吉身公民館 守山市吉身3丁目2-8 090-1445-7891
yumiko.1119.kiyohara.5
@docomo.ne.jp

小西　由美子 「ホッ」とする居場所です 申込み不要です

栗東市 しが健康医療生活協同組合 にじの家サロン 栗東市小平井3丁目1-27 077-574-8522 iseikyou@shigamin.jp 池内　智子

【甲賀エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

大丈夫をみつけよう 月１回 信楽町内 090-1144-7468 歯黒　あずさ 遊びに来てください 開催日などお電話ください

みんなの食堂ひとやすみひとや
すみ

毎月第3木曜日
10時～12時

名坂公民館 甲賀市水口町名坂311 090-7105-1141
hitoyasumi.desu4649@
gmail.com

瀬野　滋乃 心と身体を（ちょっと一息）つきませんか
申込要　日時など変更になる場合があ
ります。

社会福祉法人甲南会
甲南のぞみ保育園

毎月1.2回程度
主に第1.3水曜日
10：00～11：30

社会福祉法人甲南会
甲南のぞみ保育園

甲賀市甲南町稗谷2838 0748-86-0878 nozomi-9@kohnankai.jp 里見　玲子
https://kohnankai.jp
/pages/65/

お気軽にお問い合わせください 申込み要

Smiledoor子ども食堂
毎月第3月曜日
10：00～12：00

ミモザの広場・まるーむ 甲賀市水口町虫生野中央7 090-1899-2969 殿城　弘子 季節の花を通してSmileに♡ 申し込みが必要

アモーレ子ども食堂
毎月第３木曜日
PM6:00～8：00

ミモザの広場 甲賀市水口町虫生野中央7 090-1899-2969 殿城　弘子
あなたのそばにミモザの広場があります。
ミモザは女性の花

申し込み必要

eこころステーション甲賀
毎月第２日曜日
10：00～12：00

甲賀市営住宅大原中団地集会所 甲賀市甲賀町大原中 1065

0748-88-2942
（甲賀市社会福祉協議
会・甲賀地域福祉活動セ
ンター）

ひとりで悩みや困りごとを抱えてしまわずに
みんなとつながってみませんか？
みんなと話したり、みんなとお茶を飲んだり…
ほんの少しひと息つく時間をつくりませんか？
一人でも、友達同士でも、お子さまたちと
ご一緒でも、甲賀市内にお住まいの方なら
どなたでもお気軽にどうぞ。

湖南市 しが健康医療生活協同組合 医療生協こうせい駅前診療所 湖南市針337-1 077-574-8522 iseikyou@shigamin.jp 池内　智子

【東近江エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

近江八幡市
NPO法人男女共同参画をすす
める会・IYOU淡海

令和4年6月～令和5年3月
主としてG-NETしが
（滋賀県立男女共同参画センター）

近江八幡市鷹飼町80-4 0748-43-1620
npo_iyou_oumi_2008_4@l
ily.ocn.ne.jp

中西　洋子
子育て世代からシニア世代までの方々に寄り添える居場
所づくりにしていきます。

託児付きにつきましては、開催日時の1
週間前までに申し込みをお願いします。

一般社団法人ぐるり 適宜 適宜 適宜 050-5360-9010 info@gururi.org あや
https://gururi.org
他 Instagram、
Facebook

一般社団法人マミィーズ
月２回木曜日13：30～15：
00

マミチル.en 東近江市ひばり丘町1-5 0748-25-5405
mammys1611@outlook.j
p

北浦 https://mammys.net/ どなたでも気軽にお立ち寄りください。 申込不要

さぼてんのはな 月1回程度 オンライン（ZOOM使用） オンライン（ZOOM使用）
saboten.no.hana.shiga@
gmail.com

奥野　愛
馬場　実怜

HP
https://saboten-no-
hana.amebaownd.co
m/
インスタグラム
https://instagram.co
m/saboten.no.hana.s
higa

小さな赤ちゃんとのお別れは、お腹にきてくれた我が子
を失うというこれまでに経験したことのない哀しみや喪
失感を経験します。しかし、その哀しみは周囲に話しづら
かったり、わかってもらえなかったり…。赤ちゃんへの思
い、哀しみをひとりで抱え込んだり、気持ちを押し込めて
いませんか？主催者も経験者です。ご家族や友人には話
せない気持ちや、普段話せないような思いも、同じ思い
をしているものだからこそ素直に話せることがありま
す。「あなたはひとりじゃないよ」安心しておはなしでき
る場所を用意して待っています。

要申込（開催日の前々日まで）参加者は
流産や死産、新生児死、人口死産等をご
経験された方に限ります。（お母さん、お
父さん、またその家族の同伴可）

東近江市

守山市

甲賀市

大津市
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【湖北エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

長浜市 合同会社LOCO
年間2回（10月・11月）10時
～12時

LOCOliving
長浜市北船町3-24
えきまちテラス長浜2F

0749-53-4480
loco_enjoy_the_mommyli
fe@yahoo.co.jp

佐分利・桐畑
合同会社LOCO
（locoenjoythemomm
ylife.com)

安心安全な居場所で、ほっとできる空間をご用意してい
ます。
気軽に寄っていただけたらうれしいです。

事前予約制

【高島エリア】
活動市町 団体名 開催日時 会場名 会場住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS ひとことメッセージ 備考

高島市 わつなぎの会　わつなぎ食堂
毎月第４土曜日　10:15～
15:00

わつなぎ食堂 高島市永田　895-1 090-9044-4048
michikuma@dune.ocn.n
e.jp

白﨑 田鶴子 -

・家庭的な雰囲気（環境）の中であそびの場・学びの場・食
事等を提供している。
・「地域の輪・和みの和・会話の話」の３つの「わ」を大切に
している。

・申し込みは不要ですが、可能なら一報
いただければ嬉しいです。（準備等の関
係上）

2022.8.25現在※掲載情報は随時更新します。
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