
今年も残すところあと１ヶ月となりました。今年はどんな１年でしたか？

新しい年に向けて、センターも心機一転してまた楽しい企画をお知らせします。

作 老上中学校美術部
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最新情報・自主教室・イベントなどなど… 老上の“コンニチ話”をいち早く、みなさまへ！
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■ 老上学区「新春のつどい」
＊日時 令和５年１月７日（土） １１：００〜１２：３０
※詳しくは LINE または HP でお知らせします。
もちつき、ぜんざいなど楽しい企画を予定しています。
なくなり次第終了となります。
また、コロナの感染状況により中止となる場合があります。

■ わんぱくプラザ老上「新春書き初め大会」
＊日 時 令和５年１月７日（土） １３：３０〜１６：００
＊場 所 老上小学校体育館
＊参加費 無料 ※参加募集は別途お知らせします。

11/19(土）に実施しました環境美化活動にご参加いただいた皆さんのおかげで、けやき
通りがとてもきれいになりました。ご協力いただき、どうもありがとうございました。

■ 人権講座「家族の世話をするのはあたりまえ…？」
～「ヤングケアラー」をとおして考える地域の役割～

＊日 時 １２月１０日（土）１３：３０～１４：５０
＊講 師 草津市人権センター杉江範昭さん
＊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
＊定 員 ４０名（先着順）
＊参加費無料 ※申込みは老上まちづくりセンターまで。

■ 交通安全教室
＊日 時 令和 ５年１月２１日（土）１０：００〜１１：３０
＊講 師 滋賀県警・草津警察署・矢橋交番警察官
＊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 30名（申込み多数の場合は抽選）
＊持ち物 マスク、水分補給用飲み物

灯りでつなぐみんなの輪

イルミネーションライトアップ

昨年好評だった老上まちづくりセンター前庭の
イルミネーションライトアップを開催します。
みなさん、ぜひ前庭のライトアップを見にお越しください ！
＊点灯期間 ： 12月３日(土)～令和５年１月６日(金)
＊点灯場所 ： 老上まちづくりセンター前庭

【老上学区の人口 R4.10.31現在（対9月比）】人口：11,143人（+50）／ 世帯数：5,039世帯(+27）



日 月 火 水 木 金 土

老上ふれあい朝市

◆第２･４金曜 8:30～10:30

新鮮な野菜などを販売。

【老上ふれあい農業合校】

夢街道あいさつの日

毎月８日は、地域の大人が登校する

子どもたちに「おはよう」の声かけを

する運動の日です。平成5年から続

いている活動です。

ALL老上スポーツクラブ

◆毎週土曜9:00～11:30

会場は老上西小学校。バドミントン・

卓球・グラウンドゴルフ他

かれんの会 お花好き集まれ！

◆毎月８日、１８日、２８日

8:30～9:30 まちセンの前庭のお

手入れをしています。

パソコンサポート

◆第２・４木曜 13:30～15:00

パソコン操作での困りごとにわかる

範囲でお応えします。 ※事前予約

JAGUARの部屋

毎日は学校に行けない…。

そんな小中学生が自由に過ご

せるスペースです。

子育てサロン『ｶﾝｶﾞﾙｰ』

◆第２木曜10:00～11:00

【民生委員児童委員協議会】

乳児～未就学児と保護者対象の

サロンです。 ※事前申込み

花ボランティアルンルン

老上小学校の花やプランターの

手入れをします。 【問合せ】

老上小学校℡562-0440

◆第２火曜9:30～11:00

※予定は変更となることがありますのでご了承ください。

【お願い】

新型コロナウイルス感染防止のため、

検温・マスク・手指消毒を引き続きお願

いいたします！
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(こ)老上こども園行事／(小)老上小学校行事

(中)老上中学校行事

老上紙芝
居サロン
10:00 ～

≪お申込み＆お問合せ≫
老上まちづくりセンター
📞077-564-1430

29 30 31

寺子屋教室【Rits BBS】

15:00～17:00子どもたちが

大学生と遊び交し、協力の大

切さや感謝の気持ちを学びま

す。月1回程度。

（小）クラブ

おいかめちゃん
クラブ13:30～
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老上紙芝
居サロン
10:00～

終業式

(こ）(小)(中)

始業式

(こ）
(小)
(中)

(中）2年生
体力向上
プロジェクト

(小)
学習参観
学級懇談

（小）クラブ

（小）委員会

(小)
学習参観
同和教育
講演会

（こ）5歳児
もちつき

（こ）3歳児

ふるさと体験

（こ）4・5歳児

バス遠足

やすらぎ学級

センター
大掃除

交通安全
教室

おいかめちゃん
クラブ13:30～

人権講座
『ヤングケ
アラー』
13:30～

カフェほっこり地域から生まれた絆/居場所づくり。皆さんぜひお気軽にご参加ください。
◆第3水曜11:30～14:30◆コーヒー100円、ランチ300円(25食)包丁研ぎ1丁200円

（こ）5歳児
ふるさと体験

新年あけましておめでとうございます。
皆様にとって良い年となりますように。

(中）2年生
体力向上
プロジェクト

老上学区地域共同合校事業

わんぱくプラザ老上

老上学区の小学生対象

◆詳細・募集要項P・LINEでお知らせ

わんぱくプラザ
新春書き初め
大会

(中）三者懇談会～22日迄

(中）3年生SDGS学習～7日迄

わんぱく
プラザ
ロケット体験教室

イルミネー
ションライトアップ
～１/6まで


