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まち協ホームページ

９月１７日（月・祝）
主催：笠縫東学区まちづくり協議会
主管：笠縫東学区社会福祉協議会

笠縫東学区の７０歳以上の方々４０１人をお迎えし、笠縫東小学校の体育館で、敬老会を開催しました。
子どもたちからの感謝の言葉の後、太鼓の演奏をはじめ歌やダンスなどのアトラクションを楽しんだり、
すわったままでできる体操で一息つくなど、秋の一日をすごされました。
感謝の言葉
「お元気で長生きしてください。」
あゆみこども園の歌とダンス

HUI HULA MAKARAPUA
のフラダンス

笠縫東こども園の歌と旗

筑前琵琶橘流日本橘会
の琵琶の演奏

健康体操クラブによる
転ばん、太らん、肩こらん体操

笠縫東児童センターの
太鼓演奏

お久しぶり～！お元気ですか？
楽しいお弁当タイム♪

第５８号 （２）

日 時 ： １１月１１日（日） ９:００～１４：００
会 場：笠縫東小学校
グラウンド（９：３０～１４：００）
○模擬店（10：30～）
焼きそば、フランクフルト、かやくごはん、うどん、
ぜんざい、たこ焼き、おでん、フライドポテト、
ポップコーン、ジュース、パン、コーヒー、お抹茶
○子ども体験コーナー（10：00～）
ペットボトル輪投げ
さぁやってみよう
火おこし体験
○啓発・販売・展示コーナー（10：00～）
青少年標語展示・青空健康チェック
ごみ減量啓発コーナー
交通安全・人権啓発コーナー
まち協コーナー
野菜等の直売所
○ステージ発表（11：30～）
あゆみ太鼓
十字法太極拳（自主教室）
詩吟、歌謡 （いきいき学級）その他

焼きそば

２００円 たこ焼き

フランクフルト ２００円 おでん

校舎1､2階（９：００～１４：００）
○ふるさと葉山川博物館（9：00～）
○「東っ子句会」（9：00～）
お気に入りの俳句に投票を！
○作品展示（9：00～）
水墨画
ブロッサム（洋画）
ノイラングブルメ（フラワーアレンジメント）
自分史をつくろう会（エッセイ）
自主教室、いきいき学級の活動写真紹介等

２００円 ジュース

１００円

２００円 パン

１００円

かやくご飯

２００円 お抹茶（お菓子付） ２００円 コーヒー

うどん

２００円 フライドポテト １００円

ぜんざい

２００円 ポップコーン

１００円

お願い
※ 会場付近は駐車禁止です。
車でのご来場はご遠慮ください。
※ 校舎内は土足厳禁です。
スリッパ等上履きと下靴入れをご持参ください。
※ 都合により内容を一部変更することがあります。
※ 詳しくは「第６回地域ふれあい東まつり」のパンフレットを
ご覧ください。
主催：笠縫東学区まちづくり協議会
主管：第６回地域ふれあい東まつり実行委員会

草津市指定ごみ袋の交換は、『笠縫東まちづくりセンター』で！

１００円

第５８号 （３）
（民生委員児童委員協議会）

９月１３日（木）

ふれあい親子サロン

段ボール箱の
トンネルをくぐろう

おかあちゃん
こんにちわ！

スカイツリーを
つくるんだ！

（社会福祉協議会）
９月２日（日）

9月１日朝、前日の雨の影響で
子ども大会の中止が決まり、恒例
のカレー作りは、各地域の会館等
で作られました。
学区子ども会や各町内会の子

9月１２日（水）

ども会のみなさん、スタッフの

川 那 邊 さ ん は、大 変
若々しくお元気です。長
生きの秘訣は細かいこと
はくよくよ気にしないこ
とだそうです。見習いた
いですね。

川那邊 篤子さん（１０１歳

川原２丁目）

笠縫東学区内で最高齢者（４年連続）の川那邊篤子
さんのお祝いに、社会福祉協議会会長と担当民生委員
が訪問しました。

方々、大変お疲れさまでした。
翌日に延期された火文字と打
ち上げ花火は、とても勢いよく
燃え上がりました。
（いきいき学級）

９月１４日（金）

９月１３日（木）

第３回いきいき学級は「笠縫東の歴史」をテーマ
に開催しました。
講師に郷土史研究家の川端 善二さんをお迎えし、
笠縫東の歴史を教えて頂
きました。
いにしえの白鳳時代か
ら、人々が集い暮らして
いたことを知り、ますま
すこの笠縫東に愛着と誇
りを感じました。
９月1３日（木）

健康推進員のみなさんに、栄養のバランスを考え
たメニューを教えて頂きました。内容はカラフルど
んぶり、トマトとみょうがの味噌汁、もやしとわか
めとはちみつ酢和え、抹茶ミルクゼリーです。

彩りゆたかなどんぶり

稲刈り体験（小学校 地域協働合校）

今年も、地域の方々のご協力のもと、笠
縫東小学校5年生の稲刈り体験が集町所有の
田んぼで行われました。
前日まで降り続いた雨のため、田んぼの
中は水びたし・・でも、子どもたちは元気よ
く自分たちの手で植えた稲の刈り取りを楽し
みました。ぬかるみに長靴を取られ泥だらけ
になりながらも、秋の実りを肌で感じること
ができました。

☆新鮮野菜等の購入は、地元の『笠縫東まちづくりセンター グリーンマーケット』で！
ホームページ新着情報で日々の入荷情報を、お知らせしています。

第５８号 （４）

イベント情報
お知らせ

（ボーイスカウト）

ふれあい親子サロン

何してあそぶ？（民生委員児童委員協議会）
と
き ：１１月８日（木）10：00～12：00
と こ ろ：笠縫東まちづくりセンター
内
容：保育士さんと遊ぼう
（協力：笠縫東児童センター）
対
象：０歳～未就学（園）のお子さんと
保護者の方
：無料
※申し込みは不要です。
お気軽にご参加ください。

みんなで秘密基地を作ろう！
おやつは焼きいもだよ

募 集

★開催日：11月11日（日）9:30～13:00
★開催場所：浅柄野野営場(栗東市)
★集合解散場所：草津市役所前
★持ち物：水筒
★参加費：100円
★対 象：年長～小学2年と保護者
★申込み期限：11月7日（水）
★申込み先：ボーイスカウト草津第17団
菱田 090-2356-3054 まで

イベント

社会福祉法人こなんSSN
秋まつり

（福祉・健康部会）

お知らせ

【講演会】「生活習慣病と予防に」

と
き ：１１月１７日（土）11：30～15：00
と こ ろ：シエスタ（川原町２３１－１）
内
容：模擬店
（焼きそば・おでん・フランクフルト等）
キッズコーナー、作品展示、
ステージ発表、抽選会など
問 合 せ：シエスタ
TEL ５６１－８８５６
※申し込みは必要ありません。

と
き ：１１月１４日（水）10：00～
会
場：笠縫東まちづくりセンター
テ ー マ：「生活習慣病と予防について」
内
容：講演、血行測定機能付き全自動血圧計
にて測定＆結果返し
講
師： 草津ハートセンター医師、看護師
：無料
問 合 せ：笠縫東学区まちづくり協議会
TEL568-3164
※申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

お知らせ

紹 介

第２回すこやかセミナー
（青少年育成）

子どもたちの夢を育む地域づくり
と
き ：１０月２０日（土）19:30～21:00
と こ ろ：笠縫東まちづくりセンター
講
師：新堂中学校 校長 伊庭 靖二先生
問 合 せ：笠縫東まちづくりセンター
TEL ５６８－３１６４
※申し込みは必要ありません。
お気軽にご来場ください。

◆◆◆健康レシピ◆◆◆

◆トマトとみょうがの味噌汁
【材料】（５人分）
トマト
１.５個
みょうが
１個
だし汁
７５０cc
味噌
大さじ２.5
【作り方】
① トマトは角切り、みょうがは輪切りにする。
② 鍋にだし汁を入れ、煮立ったら①を加える。
③ 再び煮立ったら火を弱め、沸騰させないよう
に気を付けながら味噌を溶きいれる。

お知らせ

笠縫東まちづくりセンターに
カラーコピー機を設置しました

町内会数： １４ 町
世 帯 数： ４，４７６世帯（＋１（前月比））
（市全体

人

（市全体

カラー
１枚３０円
白黒
１枚１０円
※レシートも出ます。
ぜひご利用ください。

５８，１６３帯の ７．７％）

口：１０，４７４人

（＋７（前月比））

１３３，６４６人の ７．８％）

男 性： ５，２６２人
女 性： ５，２１２人

高齢化率：

2４．７％

（市全体

２１．８％）

※ 高齢化率（総人口に占める65歳以上の人口の割合）

