
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
9:30～
菊づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
10:30～
やすらぎ学級運営
委員会

6 7 8 9 ながさき平和の日 10 11 12

山の日

13 14 15終戦記念日 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
10：00～
安全･安心部会「防
犯講座」
19:30～スポーツ大
会実行委員会【老上

西まちづくりｾﾝﾀｰ】

27 28 29 30 31

老上幼稚園・老上
小学校・老上中学
校始業式

19：30～
まち協　理事会

19:30～
わくわく王国実行
委員会

広島平和記念日

9:00～
【夏休みの友】
なかよしピンポン
大会

13:00～
【夏休みの友】
映画を観る会『ヒ
ロシマに一番電
車が走った』

13：00～15：00
日曜カフェ・きらく
【楽(らく)通所介護
事業所】

19:30～
ふれあい老上ま
つり企画部会

13：30～
自主教室代表者
会議

19：30～
ふれあい老上ま
つり実行委員会

19：30～
人権を考えるつど
い【橋岡会館】

老上まちづくりセンター，老上学区 2017年カレンダー

第1回 人権を考えるつどい

～人権コンサート～ 「橋岡に生

まれて･･･差別と音楽！」

■日時 8月24日（木）19：30～
■場所 橋岡会館 熱と光の館

■講師 岸本 修一さん

■共催 老上同和教育推進協議会

老上/老上西学区まちづくり

協議会

老上まちづくりセンター
■開館時間 8時30分～17時15分
■使用時間 9時～21時
■住所 草津市野路町５２０
■TEL/FAX ０７７－５６４－１４３０
■Ｅメール oikami@machikyou.jp

休館

休館

ＡＬＬ(オール）老上スポーツクラブ

場所：老上西小学校体育館・グラウンド

原則 毎週土曜日 9:00～11:30

【問合せ】永田 卓（☎090-8200-1830）

休館

休館

８月

休館

～老上まちづくりスローガン～

活き活き 活気あふれる 老上を みんなの手で！

★８月１９日(土) 〔スポーツ吹矢体験会〕 開催

★９月９日(土) 〔けん玉デモ・体験会〕 開催

★９月１６日(土) 〔バウンドテニス体験会〕開催

老上学区のキャラクター募集！

老上を象徴するキャラクターを作って、共に未来の老

上を思い描けるような一体感を！

■募集内容 老上学区の地域の方々に広く愛さ

れ老上を象徴するようなキャラクターとします。

※最優秀作品を基にデザイナーが編集します

ので完成度は、問いません。

■応募対象 草津市在住・勤務・通学している人

■募集〆切 平成29年8月31日(木）

■応募提出先 老上まちづくりセンター内
老上学区まちづくり協議会

※応募用紙は、老上まちづくりセンターに設置し
ています。

『防犯講座』を開講します

～情報を知ること、それは自分や家族を守ること～
草津警察署矢橋交番所長より、老上学区の事件事例や日常
生活で気を付けておいた方がよいことなどを、わかりやすく
お話していただきます。

■日 時 8月26日(土) 10：00～11：30
■講 師 草津警察署矢橋交番所長 武友 秀次 さん
■場 所 老上まちづくりセンター大会議室
■対 象 老上学区在住・在勤の方
■参加費 無料 ※定員は特にありません。
■申込先 老上まちづくりセンター
■主 催 老上学区まちづくり協議会安全・安心部会

無料・

要申込

体育館のみ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞのみ

無料・

申込不要

【編集・発行】 老上学区まちづくり協議会 2017年 8月 1日
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日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9
7:45～愛の声か
け運動

19：30～わくわく
王国実行委員会

10 11 12 13 14 15 16
10：00～11：30
合同子育てサロ
ン

9：00～
わんぱくプラザ

12：00～わんぱくプ
ラザ実行委員会

17 18 19 20 21 22 23
10:00～
SOS委員会 秋分の日

19:30～同推委員
研修（第4講座）
【橋岡会館】

13：30～　いのち･
愛･人権のつどい
【草津ｸﾚｱﾎｰﾙ】

24 25 26 27 28 29 30
10：00～【子育て
支援講座】英語で
遊ぼう!
19:30～スポーツ大
会実行委員会【老上

西まちづくりｾﾝﾀｰ】

老中体育の日【老
上中学校】

9：30～
老上情報発信委
員会

13：00～
◆やすらぎ学級
｢匂い袋作り｣

19：30～
まち協理事会

10：00～
災害時のｶﾚｰ作り
と地震体験

10:00～
敬老会【老上小学
校体育館】

  　敬老の日

13：00～15：00
日曜カフェ・きらく
【楽(らく)通所介護
事業所】

運動会
【老上小学校】

16：00～
ｷｬﾗｸﾀｰ委員会
19：30～
敬老会実行委員
会

10：30～
くさつシェイクア
ウト2017

14：00～
敬老会前日準備

16：00～
キャラクター委員
会

9:00～
花ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱルンル
ン✿【老上小学校】

休館

老上まちづくりセンター 周辺地図

JR南草津駅から徒歩15分 まめバス停留所有

休館

休館

【老上学区の人口 H29.6.30 現在（対5月比）】
人口： 9,127人(＋33) ／ 世帯数： 4,126 世帯(＋22)

休館

９月

老上まちづくりセンターの開放サロン どなたでもお気軽に参加できます

第1・3・5火曜 9:00～12:00なかよしピンポン 毎週土曜 10:00～12:00

毎週火曜 13:00～17:00囲碁将棋サロン 初めての囲碁将棋サロン

休館休館

～老上まちづくりスローガン ～

活き活き 活気あふれる 老上を みんなの手で！

『英語で遊ぼう！』開催します

英語で歌やゲーム、ダンスを楽しみます！

■日 時 ①9月29日(金)15:00～

②10月23日（月）15:00～

■講 師 藤田アニコーさん

■場 所 老上まちづくりセンター

■対 象 3～5歳幼児とその保護者

※詳しくは、9月配布のチラシにて。

『災害時のカレー作りと地震体験』

万一災害が発生した時に備えて、まちづくりセンターにある
かまどベンチでカレー作りと地震・消火の体験をします。

■日時 平成29年9月2日(土) 10：00～15：00
■場所 老上まちづくりセンター
■対象 小学4年生～6年生
■参加費 無料
■申込先 老上まちづくりセンター ※8月15日締め切り

（申込用紙は、老上まちづくりセンターにあります。）
■主催 老上ボランティア連絡協議会

■主 催 老上学区まちづくり協議会安全・安心部会

老上まちづくり協議会の
HPもぜひごらんください。

学区内の敬老会対象者は、約1,330名の方々です。

長年、社会や家族に尽くしてこられた年長者を労い、長寿を祝い、

今後の健康を願います。 老小体育館で執り行われます。

指定ごみ袋の引換えは老上まちづくりセンターで！！

現在有効の草津市指定ごみ袋引換券の「引き換え期

限」は、9月30日（土）までです。 期限を過ぎると無効

となりますので、お早目に引き換えてください。

【編集・発行】 老上学区まちづくり協議会 2017年 8月 1日
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