
「女性のつながりサポート事業」生理用品配布場所一覧 ※2022.7.1現在。それぞれの配布の詳細については、各団体にお問い合わせいただきますようお願いします。

【大津エリア】

活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 備考

認定特定非営利活動法人
マイママ・セラピー

不在のことがありますので、
ご一報ください

マイママhouse 大津市中央1-8-6 info@mymama.jp 押栗　泰代 mymama.jp
開館日は不定期となっております。
お越しになられるときには、必ずご一報く
ださいますようにお願いします。

しらゆり歯科クリニック

診察時間内
診療時間は、午前9：00～12：00
午後2：40～6：00
休診日は、日・祝・祭日、木曜・土曜
日午後

しらゆり歯科クリニック
大津市馬場1-7-12
トキメキビル3F

077-525-7280 山元　浩美
申し込み不要、診察時間内にお越しくださ
い

社会福祉法人　滋賀県母子福祉
のぞみ会

平日9：00～17：30 母子支援施設のぞみ荘 大津市におの浜4丁目3番26号 077-522-2951 shiga-nozomi@cotton.ocn.ne.jp 西本　恵美 https://nozomi-kai.com/

一里山ひかりこども園 R4年7月10日～ 一里山ひかりこども園 大津市一里山2丁目19-10 077-545-1414 ichiriyama-hoikuen@lime.ocn.ne.jp 堀井 http://www.ichiriyamahikari.jp/ どなたでもお気軽にお立ち寄りください

ひかりこども園
こども園のあいている日（日・祝除
く）
7：00～19：00

ひかりこども園 大津市大萱3丁目11-14 077-543-2253 seta-hikari@lime.ocn.ne.jp 伴　宜紀 http://www.ootsuhikari.jp

代表以外は、全員女性職員ですので、ご安
心ください。事前の申し込みは不要です。ど
なたでも気軽に立ち寄ってください
7：00～19：00（日・祝除く）

大将軍ひかりこども園
月～金　8：30～19：00
土　　　　8：30～18：00
日・祝対応不可

園の玄関 大津市大将軍3丁目19-2 077-536-5117
taisyougun@chivi.ocn.ne.jp
件名に「生理用品配布」or「女性のつながりサポート
事業について」と記入

伴　知香 http://www.taisyougunhikari.jp 申込み不要

大津あいあい保育園 大津あいあい保育園 大津市鳥居川町16-20 077-533-2144 林

さつき助産院。YUMEMURA 居場所事業・座談会 さつき助産院。YUMEMURA
大津市伊香立下在地町478-3
モデルハウス「もりいえ」

077-576-7321 yumemura5@gmail.com 西村 さつき

【湖南エリア】

活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 備考

小規模多機能居宅介護サービス
フェイス

8：30～17：30 玄関前 草津市草津２丁目14-32 077-565-6442 太田　小百合

学生服リユースShopさくらや滋
賀草津店

090-1089-5829 sakuraya.kusatsu@gmail.com
https://www.seifukusakuraya
.com/blog/shigakusatsu/

地域交流スペース かりん 随時 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

NPO法人オリーブの実
年間を通じ平日（年末年始を除く）
午前中

（株）びわこナーシング内　訪問看護ステーション
オリーブ守山サテライト事務所

守山市守山6丁目8-15-1 077-599-1401 npoolivenomi@gmail.com 西田　昌弘

事前に連絡をいただけると助かります（女
性スタッフに対応してもらうため）
参考事項：月１回開催する子ども食堂にお
いても申出があれば配布します。

ひとり親カフェひまわり 毎月第４日曜日 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
申込み不要です
気軽に参加ください。お待ちしております。

にじの家サロン 栗東市小平井3丁目1-27

こびらい生協診療所 栗東市小平井3-2-25

社会福祉法人　野洲慈恵会
特別養護老人ホームあやめの里

令和4年7月1日～
令和5年3月31日

特別養護老人ホームあやめの里 野洲市吉川3854番地1 077-589-8533 ayamenosato2000@yasujikeikai.jp 松尾　道子

社会福祉法人　野洲慈恵会
きたの保育園

令和4年7月1日～
令和5年3月31日

きたの保育園 野洲市三宅242番地1 077-518-1866 kitano-ns@ex.biwa.ne.jp 佐藤　満

社会福祉法人　野洲慈恵会
特別養護老人ホーム悠紀の里

令和4年7月1日～
令和5年3月31日

特別養護老人ホーム悠紀の里 野洲市南桜2131番地1 077-587-4111 jimu@yukisato.or.jp 倉岡　英基

【甲賀エリア】

活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 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
ひとりじゃないよ。おしゃべりにきてくださ
い。

みんなの食堂ひとやすみひとや
すみ(女性サロン　ちょっと一息)

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
申し込み不要
日時など変更になる事があります。

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/ 申込み要

eこころステーション水口
毎週・月・水・金
13：30～16：00

eこころステーション水口 甲賀市水口町八坂7-2 090-3267-7175 関 申込み不要

湖南市 しが健康医療生協 いつでも 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 しが健康医療生協 (shiga-mcoop.jp)

【東近江エリア】

草津市

守山市

栗東市

野洲市

大津市

しが健康医療生協 いつでも iseikyou@shigamin.jp

甲賀市

しが健康医療生協 (shiga-mcoop.jp)池内　智子077-574-8522
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活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 備考

東近江市 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.jp 北浦 https://mammys.net/ 申込不要

日野町 社会福祉法人　日野友愛会 特別養護老人ホーム誉の松
蒲生郡日野町大字深山口524番
地

0748-53-0261 homare@mx.biwa.ne.jp 山川　ひろみ

【湖北エリア】

活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 備考

合同会社LOCO 平日10時から16時 LOCO　LIVING
長浜市北船町3-24
えきまちテラス長浜2F

0749-53-4480 loco_enjoy_the_mommylife@yahoo.co.jp 佐分利・桐畑
合同会社LOCO
（locoenjoythemommylife.com)

申込み不要

フードバンクながはま 土曜日　12：30～13：30 さざなみタウン 長浜市高田町12-34 090-4038-8899 daidai.risa@gmail.com 村山 FB・Instagram

米原市 社会福祉法人ひだまり
令和4年7月1日～令和5年3月31
日

本郷拠点・近江拠点
本郷拠点：米原市本郷603-1
近江拠点：米原市能登瀬1322-1

本郷拠点
0749-55-3131
近江拠点：
0749-54-3355

o.ando@hidamari-shiga.jp

本郷拠点：
安藤　修
近江拠点：
臼井　志織

http://hidamari-shiga.jp

【高島エリア】

活動市町 団体名 配布日時 配布場所 配布場所住所 電話番号 E-mail 担当者 HP・SNS 備考

わつなぎの会
わつなぎ食堂及びフリースペース
開催日

わつなぎ食堂 高島市永田　895-1 090-9044-4048 michikuma@dune.ocn.ne.jp 白﨑 田鶴子 Facebook　しています

・基本的に申し込みは不要（準備の都合上、
可能なら連絡が欲しい）
・大切にしている3つの（わ）「地域の輪・和
みの和・会話の話」
・家庭的な雰囲気の居場所を提供

社会福祉法人虹の会
Mizu cafe cocco

平日10：00～15：00 Mizu cafe cocco
高島市新旭町旭1-10-1
高島観光物産プラザ1F

0740-25-8131 hop@shiganijinokai.net 田村きよ美 http://www.shiganijinokai.net 店内の女性スタッフに、お声かけください

高島市

長浜市
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