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互助会だより12月号

互助会だより
令和3年12月6日 発行

12 月 号
令和3年11月1日	 現在
事業所数	 971　
会 員 数	  5,519人

	 ﾎー ﾑペ ジー	 http://www.otｓu-gojokai.ｊｐ
	 ﾒー ﾙｱドﾚｽ	 info@otｓu-gojokai.ｊｐ
事務局　〒520-0806　大津市打出浜１-６　大津市勤労福祉センター 内	 TEL	 522-6499	 FAX　523-3494

編集・発行：一般財団法人大津市勤労者互助会

＊県内提携施設はこちらから	→	滋賀県勤労者互助会連合会　ﾎｰﾑペ ジー	https://shiga-gojoren.zenpuku.or.jp/

2022年の幕開けをびわ湖最大の客船ビアンカで優雅に過ごす
ビアンカ初日の出クルーズ

◆期日／2022年１月１日（土・祝）

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 3,000円 2,500円
小　人
（小学生） 1,500円 1,250円

◆運航時間／6：30	乗船開始
初日の出

6：45	⇒	7：04頃	⇒	7：45
大津港発　　　　　　　　大津港着

◆お求め方法／
※ ご予約が必要です。
※ 当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示下さい。
※ 会員証１枚につき５名まであっ旋料金にてご乗船いただけ
ます。
※ 支払いは、現金またはクレジットカードでお願いします。
※ 未就学児（小学生未満）のお子様は、保護者１名につき１名
まで無料。２人目からは小人料金が必要。

お問い合わせ･お申し込み…琵琶湖汽船㈱
電話：５２４⊖５０００（予約センター受付9：00︲17：00）

※当日の気象状況により初日の出が拝めな
い場合がございます。予めご了承ください。

※大津港駐車場は、元旦午前5：30から営業。

山間から昇る日の出が琵琶湖を朱色に染め
ゆく様は、訪れる2022年を幸福なものへと
予感させてくれる、素晴らしい光景です。新
年の幕開けはビアンカでお迎えください。

予約要

冬シーズンチケットのあっ旋!!
　アイススケートと雪あそびが楽しめる「ウインターカーニバル」 が大人気！ イルミネーションイ
ベントも開催されます♪ 冬のひらかたパークへご家族や会社のお仲間とおでかけください！！

今回のご案内は、入園+フリーパス引換券（2022年3月31日㈭まで利用可能）と、入園+ウインターカーニバル入場券
（12月18日㈯～2022年2月27日㈰の間でご利用いただけるチケット）です。

チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格 ◎フリーパス引換券はひらかたパーク園
内インフォメーションにてフリーパス
への引き換えが必要です。
　（引換券では利用できません）
◎チケットの返品・交換はできません。
◎フリーパスはご利用当日ご本人様に限
り有効です。
◎フリーパスではご利用いただけない施
設・イベントがあります。

入園+フリーパス引換券

おとな
（中学生以上） 4,600円 3,900円

小学生 3,900円 3,300円
2歳から未就学児 2,700円 2,300円

入園+ウインターカーニバル
（スケートエリア・スノーエリア）

入場券

おとな
（中学生以上） 2,200円 1,760円

こども
（2歳から小学生） 1,500円 1,200円

■コロナウイルス感染拡大予防対策にご協力ください。
■ 状況により営業時間の変更や臨時休園となる可能性があります。詳細については、ひらかたパークホームページhttp://
www.hirakatapark.co.jp でご確認ください。

【購入方法】 互助会事務局へ会員証と代金をご用意のうえお越しください。
 受け取りは、各商工会〔瀬田・大津北（堅田・志賀）〕でも可能ですが、お渡しに日数がかかります。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

事務局窓口
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柳 生

皆様のお越しを

お待ちしています!!

味ごよみ

昼は11時30分～
　日替り定食中心
夜は17時00分～
　一品料理から鍋料理まで
　（予算ご相談ください）
※ 弁当の注文も承っています
　（配達可…ご予算にも応じます）

住 所：大津市中央１丁目６番29号
TEL&FAX：077︲525︲9635
※京阪びわ湖浜大津駅から徒歩３～５分（電車道から直ぐ）

互助会の「キャッシュバック企画」にも参加しています

　遊園施設を含む5500店舗を超える百貨店や量販店・専門店で、
玩具やベビー・子供服、文具等の購入にご利用いただける商品券で
す。お孫様やお子様へのご褒美やプレゼントとしてご活用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／互助会事務局へお電話ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆有効期限／2026年12月31日
〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・

イオン・西友・平和堂・トイザラス…等
※ 最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル 0120-351-172またはホームページ　ＵＲＬ http://
www.toycard.co.jpをご覧ください。

電話 こども商品券のご案内

『キャッシュバック企画』追加店舗のご案内

店　　名 ジャンル 住　　所 電話番号

㈲鶴里堂 和菓子 京町一丁目２番18号 077︲523︲2662

食品類取扱い小売店

引き続き、企画にご賛同いただける事業所さまを募集いたします。まずは互助会事務局（☎522︲6499）まで
ご連絡をお願いいたします。

　互助会だより11月号に掲載しました『キャッシュバック企画』
に、下記事業所さまにご賛同いただきましたのでお知らせします。
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大津市勤労福祉センター講座 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

◆開催日時／ 1/12、26、2/2、16、3/2、16　水曜日
	 Ⅰ／10：00～11：30　Ⅱ／13：30～15：00　各全６回

◆開催日時／ 1/19、2/2、16、3/2、16　水曜日
	 Ⅰ／10：00～12：00　Ⅱ／13：30～15：30　各全５回

◆開催日時／ 1/26、2/2、9、16
	 水曜日　13：30～15：30　全４回

柔らかいカラダを作りたい方！ 肩コリ、むくみのある方！ ホルモンバランスを取りたい方！ におススメです♪
オーガニックのアロマクリームを使って、まずは手足をリンパマッサージ。あとは、ストレッチとカンタン体幹トレーニ
ング、また骨盤も調整しながら、深部のリンパを流します。アロマの香りに癒されながら、90分、体をメンテナンス
するクラスです。

「絵を書いてみたい！！」という初心者向けの教室です。花、野菜、果物など自分の描きたいものを描きます。絵を
書くことを楽しんでください。（午前の部・午後の部があります。）
注）絵の具等については、初回に講師より 説明がありますので、新しいものは 購入しないでください。

十七条憲法の 「和を以て貴しとなす」 を始めとする数々の事績を残した
聖徳太子は、日本史上最も有名な人物であり、マイナスの要素が見当た
らない稀有な人物です。日本仏教の祖として崇められてきた聖徳太子は、
数多くの社寺を建立したと伝えられていますが、聖徳太子建立縁起を伝
える社寺が最も多い国が近江です。法隆寺のある奈良よりも、四天王寺

のある大阪よりも、近江が断トツに多いのです。何故近江に？ 2022年2月22日は聖徳太子が亡くなられて1400年の
記念の年です。今回の講座は、近江に伝えられる聖徳太子縁起を 「近江の個性的文化」として捉え、その背景、意
義、魅力について解説します。いままで取り上げられることが無かった、聖徳太子を通した、斬新な近江の魅力をお
届けします。

◆持　ち　物／ヨガマット、動きやすい服装、飲料水、タオル　※マスク着用

◆持　ち　物／ 描きたいもの（野菜・果物・花など何でも）、現在お手持ちの絵具・筆・
色鉛筆・　スケッチブックなど　※マスク着用

◆持　ち　物／筆記用具　※マスク着用

◆受　講　料／ 3,000円（別途教材費 3,000円）

◆受　講　料／各3,500円

◆受　講　料／ 4,000円（教材として、『近江聖徳太子絵伝2022』10巻を含む）

◆定　　員／各10名 ◆申込期間／12/9㈭AM8：40～1/7㈮　※先着順

◆定　　員／各12名 ◆申込期間／12/9㈭ＡＭ8：40～1/11㈫　※定員を超えた場合は抽選

◆定　　員／45名 ◆申込期間／12/16㈭AM8：40～1/21㈮　※先着順

◆開催場所／2F　和室

◆開催場所／3F　集会室

◆開催場所／5F　大ホール

◆講　　師／須田　香織 先生

◆講　　師／児玉　紘一 先生

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

女性のための
アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ・Ⅱ

お手軽スケッチ教室Ⅰ・Ⅱ

歴史講座
「近江の聖徳太子」
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大津市勤労福祉センター自主事業 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

◆開催日時／ 1/28　金曜日　10：00～12：00　全１回

ポーセラーツとは？
転写紙という専用のシールの様な物を使い、白磁器など自由にデザインを楽しむ、実用性の高いホビーです！
今回は、毎日役立つキッチンで使える「鍋敷きタイル」 をポーセラーツします！ 可愛い転写紙を組み合わせて、タイ
ルにデザイン！ オリジナルの鍋敷きを制作しましょう！ お鍋だけでなく、花瓶を置いたり、タイル飾りとして飾ってい
ただくのもおススメです！ お好みのデザインの転写紙を選んで貼るだけなのでとっても簡単！ 転写紙は、花柄や植物
柄、水玉、ストライプなどの中から当日お好みの転写紙をお選びください。（サイズ約15㎝×約15㎝）
※タイルの裏にコルクを貼り付けてお渡しします
※小学3年生以下は保護者同伴でお願いいたします
※800℃での焼成後2月10日以降のお渡しとなります。

◆持　ち　物／ウェットティッシュ　※マスク着用
◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,000円）
◆定　　員／15名 ◆申込期間／12/16㈭AM8：40～1/21㈮　※先着順

◆開催場所／4F　研修室
◆講　　師／保住　恵 先生

ポーセラーツで作るキッチン用品
～鍋敷き編～

　ご宿泊券につきましては、互助会事務局へ会員証と代金をご用意のうえお越しください。
受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田支所・志賀支所）〕でも可能ですので、事前にご
連絡ください。

　

当会は、市から大津市勤労福祉センターの施設指定管理者として受託しており、その中で様々な講座を開催しています。
会員様以外のお知り合いなどもお誘い合わせください。
当会のホームページの他、「広報おおつ」、「大津市勤労福祉センター」のホームページにも掲載されています。

　電話（077‒522‒7474）、FAX（077‒523‒3494）【※講座名、氏名、電話番号、FAX番号記入】または互助会ホームページ
（http：//www.otsu-gojokai.jp）の講座申込フォームよりお申し込みいただき、受講料・教材費は講座初日（当日）にお持ちくだ
さい。やむを得ずキャンセルされる場合は、申込期間内に必ずご連絡をお願いいたします。
　FAX、ホームページからのお申し込みについては、申し込み後３日（土日祝祭日を除く）以内にそれぞれFAX、メールにて「受付完
了」の連絡をいたします。（ホームページの場合は「自動返信メール」とセンターからの「受付完了」の返信が２通返信されます。）
　事務局からの返信がない場合（ホームページの場合は自動返信メールとは別途）は、受付が完了しておりませんので、お手数ですが
事務局までご連絡ください。
※互助会員は、講座受講助成の対象となります。（年度内１回限り）
※�お申し込みが少数の場合や新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため
急きょ中止することがあります。
※�申込締切日以降のキャンセルについては、受講料・教材費が発生する場合
があります。

勤労福祉センター
開館時間／	月～土曜：午前９時～午後９時まで
	 日 曜 日：午前９時～午後５時まで
休 館 日／毎月第３日曜日、祝祭日、
	 年末年始（12/29～1/3）

★令和３年度　大津市勤労福祉センター講座・大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★

得 得プレゼント

●	応募方法／	郵便ハガキに、ご希望の賞品名、事業所名、会員番号、住所、
氏名、電話番号と互助会に対するご意見ご希望を書いて右記
までお申し込みください。

●	応募締切／12月27日㈪必着●	当選連絡／賞品の発送をもってかえさせていただきます。

下記の賞品をプレゼントします。
（応募多数の場合は抽選になります）

①お誕生日プレゼント（金券2,000円分）………………………………………… 20名
※12月にお誕生日を迎える会員様対象

〒５２０－０８０６	大津市打出浜１－６
（一財）大津市勤労者互助会宛
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…ワーグナー作曲
『パルジファル』…

…令和4年3月3日㈭・3月6日㈰　13：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   11,000円 →  9,500円  10枚 
 A　席   9,000円 →  7,700円  10枚 
 B　席   6,000円 →  5,100円  10枚 

	※	全席指定　※	6歳未満入場不可	
 セミ・ステージ形式／全3幕　ドイツ語上演・日本語字幕付
指　揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
演　出：伊香修吾
出　演：クリスティアン・フランツ、青山貴、妻屋秀和　ほか
管弦楽：京都市交響楽団 

●締切日／ 12月24日㈮			※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

…文化芸術×共生社会フェスティバル
朗読劇「かもめ」…

…令和4年2月13日㈰　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 大　人   1,000円 →  700円  10枚 

 子ども（4歳~
中学生）  500円 →  400円  10枚 

	※	全席指定
※	4歳未満入場不可	
 演出：松本修
ロシア演劇の名作チェーホフ作「かもめ」を朗読劇形式で新制作。公募で選
ばれた、障がいの有無など様々なバックグラウンドを持つキャストと共に、字
幕や手話通訳を活用したバリアフリーな公演をつくりあげます。 

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

…野村万作・野村萬斎狂言公演…

…令和4年3月12日㈯　13：00／17：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   6,500円 →  5,500円  10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  10枚 

 青少年（2₅歳
未満）  4,000円 →  3,200円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	
    

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

野村萬斎	野村万作	 				

…ルシオール…classics…vol.3
木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル…

…令和4年2月19日㈯　14：00開演
守山市民ホール　小ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   3,000円 →  2,400円  10枚 
 U25   2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	一旦お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…半﨑美子…明日を拓くコンサート₂₀₂₂
～新春公演！～…

…令和4年1月23日㈰　14：00開演
守山市民ホール　大ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  4,000円 →  3,200円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	一旦お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…丘みどりコンサート2022……

…令和4年1月23日㈰　16：30開演
シライシアター野洲…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  5,800円 →  4,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	一旦お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

★★申込方法は、７ページをご覧ください。
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…桂雀々
新春独演会～とらの巻～…

…令和4年1月9日㈰　14：00開演
京都府立文化芸術会館…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,700円 →  3,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 12月23日㈭	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

	©写真：佐藤浩	 				

…川中美幸…45周年記念公演…

…令和4年3月1日㈫　18：30開演
ロームシアター京都　メインホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  6,800円 →  5,200円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…大阪交響楽団…みんなで楽しむ！…おんがくの「わ」
～金管五重奏～…

…令和4年3月21日（月･祝）　14：00開演
文化パルク城陽　ふれあいホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,200円 →  800円  10枚 
 3歳～高校生  700円 →  500円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳以上有料
※	2歳以下膝上鑑賞無料	

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…桃月庵白酒独演会…

…令和4年1月15日㈯　14：00開演
京都府立府民ホール「アルティ」…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,600円 →  2,900円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 12月23日㈭	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…柳亭小痴楽独演会
～小痴楽ヒットエンドラン～《振替公演》…

…令和4年1月23日㈰　14：00開演
京都府立府民ホール「アルティ」…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,300円 →  2,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	2021.5.30の振替公演
※	2021.5.30のチケットをお持ちの方
は入場可	

●締切日／ 12月24日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません	

電話
XFA

インターネット

				 				

…ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展…

◆会期／11月20日㈯～令和4年2月27日㈰
◆場所／ …兵庫県立美術館…
＊開館時間／	10：00～18：00　※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日、12/31、1/1　※ただし、1/10は開館、翌日休館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,800円 →  1,100円  50枚 
 大学生  1,400円 →  800円  30枚 

	※高校生以下無料　※予約優先制▶購入後に入場日時の予約
※70歳以上と障がいのある方のチケットは互助会取扱いなし
※障害のある方1名につき介護の方は1名無料	
 ヨーロッパ5大エジプト・コレクションのひとつ、ライデン国立古代博物館か
ら約250点来日。圧巻の立体展示！ 12点のミイラの棺が一挙集合！ 

●このチケットの販売は2月25日㈮までです 				

窓口

★★申込方法は、７ページをご覧ください。
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窓口でのお支払はつり銭のないようご協力をお願いします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★…申…込…方…法…★★★★★★★★★★★★★★★★★
※�ＦＡＸ・インターネットでの
お申し込みは、お申し込
み後３日（土日祝祭日を
除く）以内に各々の申込
方法で「受付完了」の連
絡をいたします。（ホーム
ページの場合は「自動返
信メール」と事務局から
の「受付完了」の返信が
２通返信されます。）ただ
し、事務局からの返信が
ない場合は、受付が完了
しておりませんのでお手数
ですが各締切日までに事務
局へご連絡ください。
※�チケットの発注の都合上、
申込締切日の19時を過ぎ
ますとキャンセル・変更は
できません。
※�先着順受付とします。予
定枚数に達し次第締め切
らせていただきます。

　チケットの受け取りは、チケットが届き次第電話にて連絡いたしますので、会員証と代金を
ご用意のうえ１週間以内にお越しください。受け取りは、互助会事務局または各商工会【瀬田、
大津北（堅田支所・志賀支所）】でもできます。お申し込みの際にご指定ください。

〈コンサート・演劇など〉

●電 話 077‒522‒6499
●ＦＡＸ 077‒523‒3494　〈互助会ホームページのチケット申込書をご利用ください〉
●インターネット  〈互助会ホームページのチケット申込フォームでお申し込みください〉

マーク付きのチケットは、申込締切日の19時までに互助会事務
局へ電話・ＦＡＸ・インターネットでお申し込みください。FAX電話 インターネット

〈美術館・博物館・映画・入場券・乗船券など〉…
マーク付きのチケットは、互助会事務局または各商工会【瀬田、大津北（堅田支所・志賀支所）】へ
会員証と代金をご用意のうえ、お越しください。※予定枚数に達し次第、締め切らせていただきます。

■対　　象／ご利用は会員と同居家族に限ります。
■取扱窓口／互助会事務局（窓口時間）	 月～土	 ８：４０～１９：００	 日･祝祭日休み
　　　　　　瀬田、大津北商工会（堅田支所･志賀支所）	月～金	 ８：３０～１７：１５	 土･日･祝祭日休み

窓口

※新型コロナウイルス感染症の状況により急遽中止する場合があります。

大津市勤労青少年ホーム講座

お肉のお持ち帰りできます
焼肉バンバン

大津市荒川507

TEL：077-592-1298

11月にご入会いただいた事業所をご紹介します。　
ご入会ありがとうございました。	 ＊敬称略

まだ加入されていない事業所のご紹介をお待ち
しています。お知り合いの事業所がおられまし
たらぜひご紹介ください。ご案内にうかがいます。
ご紹介いただいた方への報奨金制度を設けてい
ます。紹介事業所が入会されますと、会員１人
につき 1,000円の報奨金を差し上げます。

互助会事務局【電話:５２２‒６４９９】

●会員異動報告書の提出について
12月末までの会員の退会及び１月からの入会の受付については事務処理の都合により12月24日㈮必着でお願
いします。

●助成金・給付金申請について
助成金の2021年度利用分の申請期限は、2022年４月５日㈫までです。
給付金の申請期限は、事由が発生した日から１年間です。（注：退会餞別金は３か月以内）期限を過ぎますと支
給できませんので、お早目のご提出をおすすめします。また、申請書の記入漏れや添付書類に不備があった場合、
お手続きができません。ご提出の際は、再度誤記入や記入漏れがないか、添付書類がそろっているかのご確認
をお願いいたします。

●年末年始窓口業務について
下記の期間休ませていただきます。
予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどがありましたらお早めにお越しください。
互助会事務局：12月29日㈬～2022年１月３日㈪
瀬田商工会・大津北商工会（堅田/志賀支所）：12月29日㈬～2022年１月３日㈪

●互助会だより１月号は、2022年１月７日㈮発行です。
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会員事業所の紹介

会員は登録制です こんなとき、ご相談ください

〒520-0047 大津市浜大津4丁目1番1号 明日都浜大津5階
TEL：077-511-3150 FAX：077-511-3450（ファミサポ直通）
メールアドレス　fami@otsu-shakyo.or.jp

問い合わせ・
お申込み

社会福祉法人 大津市社会福祉協議会

会員募集中
ファミリーサポートセンター

育児のお手伝いを求める人と育児のお手伝いをしてくださる人が会員
となって地域の子育てを応援する相互援助のための会員組織です。

臨時的で専門を要しない援助です。
◎登録に必要なもの
　・印鑑
　・写真２枚（会員本人）
　・本人が確認できるもの

　（運転免許証、健康保険証）
※事前にお問合せのうえ、ご予約を
　お願いします。

・保育園・幼稚園のお迎えを頼みたい
・小学校終了後、習い事先まで送ってほしい
・児童クラブのお迎えとその後の預かりを頼みたい
・歯医者に行く間、子どもを見てほしい
・リフレッシュのため、子どもを預かってほしい等

できることを♡できる人が♡できる時に♡ ～援助会員の登録 お待ちしています～

子育てしやすい大津の街に！

社協の取り組み：第2段

ファミサポで
人の輪づくり
地域づくり


