
高い利便性、豊かな自然環境
だれもが健幸になれる

●詳細は各担当課までお問い合わせください。

❷民設児童育成クラブ
小学校区 クラブ名（ところ） 問合せ 運営（今年度） 定員 備考

草津・草津第二 くじら（草津一） ☎585-9990、585-9991 （福）くじら 40人

公 設 と、入 会 期 間・
開所時間が同じ場合
は公設と同じ
※一部クラブで独自
設定保育料での開所
時間の拡大などあり

渋川 さくら（西渋川二） ☎596-5500、596-5501 （特非）さくら
コミュニティー 40人

笠縫 みんなの家にこに子（上笠二） ☎・585-9431 ㈽労協センター
事業団

40人
志津南 みんなの家第 ２ にこに子（岡本町） ☎･516-4501 30人
志津 Pingu‘s English 志津（青地町） ☎･599-3818

（福）檸檬会

30人
矢倉 Pingu‘s English 南草津（東矢倉二） ☎567-513２、567-5133 40人
玉川・南笠東 Pingu‘s English 玉川（野路七） ☎585-9139、585-9140 40人
老上 Pingu‘s English 老上（南草津四） ☎567-3２60、567-3２61 40人
老上・老上西 博愛児童クラブ（矢橋町） ☎･563-190２ （一財）博愛会 40人
玉川・南笠東 スポキッズ南笠東（笠山一） ☎･563-1339

（特非）スポキッズ
38人

草津・草津第二 スポキッズ草津（草津一） ☎･561-２5２5 80人

笠縫 フレンズ（上笠三） ☎･584-4967 ㈲フレンズ・イン
ターナショナル 40人

志津・志津南 KRM 児童育成クラブ（青地町） ☎516-1515、516-1818
（一社）四幸

40人
笠縫東 KRM 児童育成クラブ駒井沢（駒井沢町）☎･567-1616 70人
老上西 KRM 児童育成クラブ矢橋（矢橋町） ☎･598-18２8 40人
志津 スポキッズ志津（青地町）

☎･563-1339 （特非）スポキッズ
40人

老上 スポキッズ老上（野路町） 38人
笠縫 スポキッズ笠縫（上笠四） 40人

申・問  各クラブか、子ども・若者政策課（さわやか保健センター ２階）　☎56２-788２、561-6780

児童育成クラブ 令和2年度新規入会申請受付
　保護者が昼間に仕事などで不在になる家庭の児童に、遊びと生活
の場を提供し、児童の健全な育成を図るための施設です。
対 �小学生（来年 4 月時点）
他 �・①は、来年 4 月 1 日に、在住・通学している小学校区のクラブに限る
　 ��・申込多数の場合は、低学年から保育の必要性の高い順に入会許可（②の入会許可は各クラブから通知）
　���・申し込みは、日曜日・祝日を除く。土曜日は各クラブのみ（事前連絡要）　�・①と②を併願の場合は、それぞれ申込要
申 �上記受付期間に、申請書・家族児童の状況調書、就労証明書、延長保育申請兼登録書（必要な児童分）を添えて

❶公設児童育成クラブ「のびっ子」
小学校区 ところ・問合せ 運営（今年度） 定員 備考
志津 志津小学校内（青地町） ☎･567-3748 （福）志津保育園 1２0人 入会期間

来年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日

保育時間
・放課後～17：30
　（延長保育は、～19：00）
・学校休業日
　 8：30～17：30
　 （延長保育は、8：00～、～19：00）

休所日
日曜日、祝日、1２月２9日～ 1 月 3 日

保育料
・月額9,000円／人
　（ 8 月は11,500円）
・延長保育利用の場合
　 8：00～ 8：30は500円、
　17：30～19：00は２,000円別途要
・おやつ代・行事費別途要

志津南 志津南小学校内（若草二） ☎･564-２101 （福）幸栄会
（くるみ保育園） 90人

草津 草津小学校内（草津三） ☎･567-0035
㈽労協センター事業団

60人
草津第二 大路まちづくりセンター内（大路二） ☎･563-２511 90人

渋川 渋川福複センター内（西渋川二） ☎･566-5137 （福）良友会
（あゆみこども園） 70人

矢倉 矢倉小学校内（矢倉二） ☎･563-9393 （福）草津保育園 90人
老上 老上小学校内（野路町） ☎･563-8477

（特非）ひかりの子
90人

老上西 老上西小学校内（矢橋町） ☎･566-0033 1２0人
玉川 玉川小学校内（野路九） ☎･56２-8448

（福）あさひ保育園
70人

南笠東 南笠東小学校内（南笠東四） ☎･56２-5060 60人

山田 山田小学校内（北山田町） ☎･561-6653 （福）淡海すぎのこ会
（すぎのここども園） 100人

笠縫 笠縫小学校内（上笠一） ☎･565-1334 ㈽労協センター事業団 60人

笠縫東 笠縫東小学校内（平井三） ☎･56２-878２ （福）良友会
（あゆみこども園） 90人

常盤 常盤小学校内（志那中町） ☎･568-4853 ㈽労協センター事業団 90人

募集

入会申請受付期間 決定通知発送
第 1次 10月２8日㈪～11月２２日㈮ 1２月下旬
第 ２次 11月２5日㈪～1２月２8日㈯ 来年 1 月下旬
第 3次 来年 1 月 4 日㈯～ ２ 月２9日㈯ 来年 3 月中旬

　健康推進アプリ「BIWA-TEKU」を使って、歩いたり、健
康イベントに参加したり、けん診を受けたりして、1２月末ま
でポイントをためよう。1000ポイント 1 口で、来年 1 月の景品に応募
しよう。くさつ健幸ポイント制度(健幸ポイントカード)を使っても応
募ができます。さあ、あなたもアプリをダウンロードして楽しみなが
ら健康づくりを始めよう！

『たび×たび草津』発売開始！
　何度も行きたくなる、ココロもカ
ラダも健幸になる体験型旅行商品

「たび×たび草津」（草津版ヘルスツー
リズム）を10月２1日㈪から販売しま
す。「たび×たび草津」でしか味わう
ことのできない特別な旅行をしてみ
ませんか。詳しくは、ホームページ

（https://tabitabi-kusatsu.jp）をご覧く
ださい。

 11月19日㈫～来年 3 月２8日㈯
申  10月２1日㈪～
申・問 �市観光物産協会
　（ 4階、商工観光労政課内）
　☎566－3２1９、561－２486

市有財産を売却します
　ヤフー官公庁オークションでの一
般競争入札です。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

入札　 11月２5日㈪  13：00～  
1２月 ２ 日㈪  13：00 

対  液晶ディスプレイ、ビワパール
ブローチ、室内用すべり台、耐
火金庫、掲示板

申  10月２3日㈬13：00～11月 8 日㈮14：00
申・問 �総務課（ 3階）
　 �☎561-２305、561-２483

草津　市有財産売却 検索

市武道祭
　武道（空手道、少林寺拳法、相撲、
剣道、柔道）の形や演武、試合など
を披露します。

 11月 3 日（日·祝）  
13：30～16：40

所  武道館（南山田町）
問 �（公社）市スポーツ協会（下笠町）
　☎568－5300、568－5301�
　スポーツ保健課（ 6階）�
　☎561－２43２、561－２488

農用地を貸したい人・
借りたい人

　農地中間管理機構が、農地の有効
利用などのために、農用地を貸した
い人・借りたい人を募集します。

 貸したい人　 11月 8 日㈮まで
　借りたい人　 通年
申・問 �農林水産課（ 4階）
　☎561－２347、561－２486
　県農地中間管理機構大津・南部支所�
　☎516－4570、516－4560

　市では、ICTを活用した学習に
力を入れていて、英語教育では「話
すこと」をより重要と考え、実践
的な授業に取り組んでいます。
　松原中学校で行われた、Book 
Talk in Englishでは、プレゼンテー
ションソフトをタブレットPCで作
動させながら、電子黒板に映し出し、英語で、自分のお気
に入りの本を紹介しました。
　この経験は、英語の学習やパソコン技術の習得にとどま
らず、今後に向けて貴重なスキルになるでしょう。

3日㈫ �松原中学校で「B
ブ ッ ク

ook�T
ト ー ク

alk�i
イン

n�E
イングリッシュ

nglish」を開催

9 月 まちのできごと

草津市の先月のできごとを紹介します。

ホテルやレストランのランチ券やお食事券、
日本酒や果物など県内のさまざまな景品を公開中！

その他の
スポーツ
イベントは
こちらから

募集

「B
ビ ワ

IWA-T
テ ク

EKU」を始めよう
健康推進
アプリ

問 �健康増進課（ ２階）　☎561-２3２3、561-２48２

6日㈮ �くさつ・まちひとサロン�
「世界はいろいろ・文化もいろいろ」

　ミャンマー出身のピョーさん（写真
左）、メキシコ出身のホルヘさんを話
題提供者に迎え、くさつ・まちひとサ
ロンが市立まちづくりセンターで開
催されました。ピョーさんの祖国に
は苗字がないことや、日本で交通渋
滞が少ないことに驚いたことなど、
祖国と日本の違いをたくさん教えてくれました。参加者は ２
人に質問をしながら、異国の文化を学ぶ貴重な時間を過ごし
ました。
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