
ハイ、こちら老上市民センターです！ 

お問合せ①は→☎564-1430 

 

 

◆1月 10日（火）～31日（火）新春書初め作品展 

1 月 7 日に開催した老上学区の小学生の書初め大会

の作品を展示。力作ぞろい、ぜひごらんください！ 

□老上市民センター2 階□お問合せ① 

1月 20日（金）やすらぎ学級映画を観る会「バ

ルトの楽園」□13:00～（134分：松平健×世界的名

優ブルーノ・ガンツ競演）□無料□申込不要□お問

合せ① 

1月 23日（月）糖尿病にならないカラダづく

り！老上公民館の食育講座です。調理実習がありま

す。□講師 老上学区健康推進員さん□受講料 300

円（別途材料費 400円程度）□定員 16名（先着順）

□10:00～12:30□お問合せ① 

2月 3日（金）やすらぎ学級第 7講「あなたが

いのちの主人公」□講師 ＮＰＯ法人ゆうらいふ 

山田登喜子さん□13:00～□お問合せ① 

3月 3日（金）やすらぎ学級第 8講「笑いは天

然の抗ガン剤」□講師 八幡誠さん 森乃阿久太さ

ん□10:00～□11時 45分～15時 00分は閉講式・お

楽しみ会を行います。□お問合せ① 

◆2月 9 日（木）、3月 9日（木）老上・老上西合同

子育てサロン□老上市民センター大会議室□9:00

～12:00□民生委員児童委員協議会主催□お問合せ① 

◆2月 12日（日）草津市駅伝競走大会小学生以上が

参加する駅伝大会です。□お問合せ 草津市教育委

員会事務局 スポーツ保健課☎561-2432 

◆毎月 8日は、愛の声掛け運動の日です。 

2 月と 3 月の 8 日(水)、子どもたちの登校時に｢お

はよう｣の朝のあいさつ運動を行います。 

2月 25日（土）わんぱくプラザ老上「閉講式と

お別れ会」今回 9回目でいよいよ最後。お別れ会を

みんなで楽しんでね！□9:00～11:30□お問合せ① 

 

 

 

 

 

1月 1月 19日（木）老上小学校 5年生による「なわ

ない」体験 老上ふれあい農業合校のサポーターの

みなさんと、米作り体験の締めくくりに縄（なわ）

を作ります。□老上小学校体育館 

2月 17～18日（金～土）老上小学校フローテ

ィング・スクールうみのこ 全国で滋賀県だけの学

習船「うみのこ」に乗って 5 年生全員で琵琶湖周遊 

2月 21日（火）新小学 1年生入学説明会 

2 月 15～17 日（水～金）老上幼稚園生活発表

会□老上幼稚園□お問合せ☎562-6320 

卒業式・卒園式・修了式の予定 

老上幼稚園 3月 16日(木)･老上小学校 3月 17日(金) 

老上中学校 3月 14日(火) 

光泉中学校 3月 10日(金)･ 光泉高校 3月 1日(水) 

くさつ優愛保育園モンチ 3月 18日（土） 

 

 

◆老上市民センターではいま 12 の自主教室が積極

的に活動しています。 

ことし 36年目の「メディカルヨガ」から昨年 12月

にできたばかりの子ども将棋教室「将太郎クラブ」

まで全 12教室。身近で、気軽に参加いただけます。

2017 年、あなたも何か始めてみませんか。□ご入会

希望の方は一度活動を見学されることをおすすめ

します。□お問合せ①  

[12の自主教室]メディカルヨガ（ヨガ体操）、コ

ーラスどりいむ、手話サークル赤とんぼ、俳画み

ずひき会、社交ダンスクラブ、じゃがいもの会

（家庭料理）、ポンポコりずむ（親子３Ｂ体操）、

ジュニア３Ｂ体操アポロ、マミースマイル（３Ｂ

体操）、老上セラバンド（セラバンド体操）、つく

し（洋裁）、将太郎クラブ（子ども将棋） 

最新情報・自主教室・イベントなどなど…老上の”今日話”をいち早く、みなさまへ！ 

コンニチ話おいかみ 

おめでとうございます。新年の「初学び」 子どもたちも 2017年のスタートです。 
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◆「おしゃべりボランティア」の活動から生まれた 

日曜カフェ・きらく □場所 楽（らく）通所介護

事業所 川の下交差点付近□参加費 100 円（コーヒ

ー＆お菓子代） 

□お問合せ☎563-2515 

□1月 22日（日）13：00～15：00     

おでん + 老上カルタ 

□2月 26日（日）13：00～15：00 

 ホットケーキ + ニュースポーツ 

□3月 26日（日）13：00～15：00 

 いちご大福 + デコパージュ 

 

 

◆なかよしピンポン…全国的に静かなブーム。さあ、

たのしく卓球にチャレンジしましょう。ラケット、

ピン球あります。第 1、3、5 火曜日 9:00～12:00 

◆初めての囲碁・将棋サロン…子どもたちにもきて

ほしい、昨年 4 月から始まったサロンです。 

毎週土曜日 10 時～12 時 

◆囲碁・将棋サロン…毎週火曜日 13 時～17 時 

開放サロンの会場はすべて老上市民センターです。 

□お問合せ① 

 

 

◆2月 11日（土･祝）人権尊重と部落解放をめざす

「市民のつどい」講演「母娘で問うた部落差別」～

幸せに生きるために～□13：30～15：50 

□場所 草津クレアホール 

□お問合せ 草津市立人権センター☎563-1177 

◆2月 22日（水）老上同和教育推進協議会主催「人

権のつどい」 平成 28 年度 1 年間の取り組み発表

人権作文発表、老上同推協活動報告、モデル園、町

内会活動発表他□19：30～21：00□場所 橋岡会館

□お問合せ①・老上西市民センター☎565-1995 

 

 

 

◆貸館の使用料が、一部お安くなります！ 

平成 29 年 4 月 1 日から、貸館使用料の一部が変更

になります。夜間のご利用が以下のように時間変更

になり、それにともない料金も変わります。 

■夜間利用の変更 

大会議室 （現行）17 時～21 時/1,800 円 

➡（変更後）17 時 30 分～21 時/1,600 円 

その他の部屋 （現行）17 時～21 時/600 円 

➡（変更後）17 時 30 分～21 時/500 円 

■午前と午後の利用は現行のままで変更なし 

ただし、市外にお住まいの方（市内に勤務する方を

のぞく）の使用料は、新料金の 5 割に相当する額を

加算します。□お問合せ① 

◆新職員の紹介 新しいメンバーが加わりました。 

老上学区まちづくり協議会職員 好田（よしだ） 雅美 

◆夜間管理人の交代 １月より中野治に代わり、

鷲田夫妻が種村勝と共に夜間管理業務を行いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

◆全国のコンビニで諸証明の交付が可能です。 

草津市では住民票や印鑑登録証明書等、諸証明の発

行が昨年 10 月からコンビニでできるようになって

います。朝 6時 30分～午後 11時まで（年末年始は

除く）。最寄りのコンビニで交付する、市役所の窓口

より 100 円安い、便利でお得なサービスです。なお、

市民センターでの発行は 3 月末日までとなります。 

◆4月から諸証明の交付は、草津市役所か、 

マイナンバーカードを使ってコンビニで！ 

 

 

□2月 27日(月) 13:00～15:30 

市・県民税申告相談を開催します。12 時 45 分から

受付札を配布。□お問合せ 税務課市民税グループ

☎561-2309 

子供も大人も、お気軽に！ 開放サロン（無料） 

コンニチ話おいかみ 
お問合せ①☎564-1430 老上学区（H28年 11月 30日現在）人口 9,096人・世帯数 4,074世帯 

ことしも楽しく、語りの場。 日曜カフェ・きらく 

どうぞ 

 

わ 
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老上市民センターからのお知らせ 

生きるとは… 

みんなで考えよう！同和問題 

マイナンバーカードがあれば！ 

生きるとは… 

老上市民センターでの税の申告相談日 


