
生活習慣を見直しませんか？
　保健師や管理栄養士、歯科衛生士
が、生活習慣病（糖尿病・脂質異常
症・高血圧・肥満など）や栄養、歯
などの相談に応じます。
�12月 4 日㈬、17日㈫

所 �さわやか保健センター
対 �市に住民票がある人
他 �・家族の相談もできます� �
・�定期的に通院している人は、
主治医に相談してください

申 �前日まで
申・問 �健康増進課（ 2階）
　 �☎561-2３2３、561-2４８2

健康講座（栄養編・お薬編）
�①12月 3 日㈫ 10：00～11：00�
　お酒は飲まないのに肝機能低下？�
②12月19日㈭ 10：00～11：00�
　よく見て選んでおいしく食べよう�
③12月 6 日㈮ 13：30～15：00�
　知って得するカラダにお得な�
　薬屋さん、薬のお悩み解決�
　（血管年齢測定あり）

所 �さわやか保健センター
対 �市に住民票がある人
問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2３2３、561-2４８2

運動教室
　普段の生活の中に、ムリなくムダ
なく効果的な運動を取り入れよう。
�12月13日㈮ 10：00～11：30

所 市役所 2 階 特大会議室
定 50人〔先着順〕
他 �◦�動きやすい服装、靴で参加
　◦�フェイスタオル 2本、水分補給

のためのお茶や水を持参
申 前日まで
申・問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2３2３、561-2４８2

都市計画案の法縦覧
　市内在住か利害関係がある人は、
意見書を提出できます。詳しくは、
市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
縦覧する都市計画案
　①地区計画の変更案
　②用途地域の変更案
縦覧期間　�11月22日㈮～12月 6日㈮
縦覧場所　�都市計画課（土・日曜日、

祝日は 1階守衛室）
申・問 �都市計画課（ ４階）
　☎561-2３75、561-2４８6

離乳食レストラン
　食育の話や試食、座談会。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。
�12月 6 日㈮  9：45～12：00�
（受付 9：30～ 9：45）
所 �老上まちづくりセンター（野路町）
対 �4 ～10カ月児と保護者(同伴)� �
※初めての人に限る

定 15組〔先着順〕
￥ 500円
他 ��試食は、食べたことのある食品に
限る

申 11月20日㈬  9：00～、電話で
申・問 �子育て相談センター
　（さわやか保健センター ３階）
　☎561-2３３1、561-2４91

ファミサポキャラバン隊
　親子遊びをします。内容は、みんな
でつくろう！どんぐりサーキットです。
�11月28日㈭ 10：00～11：30

所 �志津まちづくりセンター（青地町）�
対 �未就園児と保護者
￥ �1 組200円
申・問 �ファミリー・サポート・センター
　 �（さわやか保健センター ３階�
子育て相談センター内）�

　 �☎ ·56４-7８95

なごみの郷（志那町）	
☎56８-４75３、56８-４756

●ハワイアンストラップづくり体験
�12月 7 日㈯  13：00～15：00

●クリスマスパーティー
　恒例の近江牛が当たる「全員集合
ダヨ！大ビンゴ大会」があるよ！
�12月15日㈰  9：00～16：00

￥ �一部有料コーナーあり�
当日チケット販売 9：30～

●陶芸教室	
�12月21日㈯  9：30～14：30�

定 �20人　￥ �1,500円(粘土代別途要)
●キッズバースデーパーティー
�12月22日㈰  10：00～12：00

対 �誕生月の未就学児と保護者
定 �20組〔先着順〕　￥ �1 組500円
●第

だいく

九大合唱会練習	
　12月27日㈮に開催する合唱会の発
表会に向けて、歌の練習をしよう
�12月20日㈮  15：00～16：00��

●第
だいく

九大合唱会	
　第九大合唱会を開催！
�12月27日㈮  15：00�～16：00�

長寿の郷ロクハ荘（追分七）	
☎56３-5021、567-４269

●骨密度測定会
�11月26日㈫  10：00～15：00

●らくらくスマホで本格写真の撮り方
�11月27日㈬  14：00～15：00

定 �10人　￥ �100円
●冬の寄せ植え教室
　年末年始の華やかなフラワーリング
�11月30日㈯  10：00～ 12：00

定 �12人　￥ �2,300円

●	t
つ む ぐ

umuguフェス	 	
〜体験できる・作る・見る・食べる・
学べる 1日〜
　美容師さんのおしごと体験やベト
ナムの食と文化の紹介、外国人に
よる機能別消防団コーナー、フリー
マーケットや模擬店など
�12月 1 日㈰  9：30～15：00

●ロクハ☆チーズを美味しく楽しむ会
　 8種のチーズをフルーツやクラッ
カーとともに試食
�12月11日㈬  10：00～12：00

定 �20人　 ¥ �500円（プレゼント付き）

障害者福祉センター（西渋川二）	
☎569-0３51、569-0３5４

●パソコン講座 初級コース
　ワードやエクセルなど、初めての
パソコン操作を 2人の講師が丁寧に
教えます
�来年1月 11日～ 3月21日の土曜日
（ 2月29日は除く） �
10：00～12：00〔全10回〕

対 �市内に在住か通勤している人（障
害のある人を優先）

定 �10人〔先着順〕
￥ �1 回250円 ※テキスト代2,000円別途要
他 �各自パソコンをご持参ください
（Windows10に限る）
申 �11月20日㈬～12月11日㈬

市スポーツ推進委員協議会	
（ 6階、スポーツ保健課内）�
☎561-2４３2、561-2４８８

●	第６15回歩こう会	
「第24回歴史探訪の道 文化財めぐ
り（中山道）」
�12月 8 日㈰  8：40～15：00頃� �
（ 8：20～受付）
所 �JR草津駅～JR近江八幡駅～JR武
佐駅～鏡神社～源義経元服池～
桜生史跡公園～JR野州駅（歩行距
離約13km、健脚向け）

￥ �500円（交通費710円別途要）
他 �中学生以下は保護者同伴。健康
管理は各自で。当日、気象庁の天
気予報で滋賀県南部の降水確率
が70％以上のときや警報が出た
ときなどは中止

草津川跡地公園de愛ひろば（大路二）�
☎562-5010、562-5092

●わんわんパーティ・防災編
　飼い犬との絆が一層深まる暮らし
方教室や、もしもの時に役立つ防災
セミナーなど。賞品が当たるゲーム
大会もあり
�12月 1 日㈰  13：00～16：30

対 �飼い犬同伴で参加できる人
●�ガーデニング教室	
クリスマスフラワーアレンジメント
　ポットにコニファーやドライフラ
ワー、木の実などを飾り、クリスマ
ス向けのアレンジを楽しもう
�12月 7 日㈯  13：30～15：30

定 �20人〔先着順〕　￥ �1,000円
申 �前日まで

	草津アートセンター（野路六）�
☎561-6100、56４-5８51

●	市民がつくる	 	
クレアロビーコンサート
　「サウンドフリーク」がつなぐクリ
スマスジャズコンサート。プロサッ
クス奏者の横山貴生さんをゲストに
迎えてのスペシャルなひとときをご
家族でお楽しみください。
�12月 8 日㈰ 19：00～

所 �草津クレアホール（野路六）

図書館（草津町）�
☎565-1８1８、565-090３

●	おはなしのじかん
　絵本の開き読み
�11月16日㈯、12月 7 日㈯�14：30～15：00

●	おはなし会
　おはなし、大型絵本など
�11月30日㈯  14：30～15：15

●ブックトークの会
　テーマに沿ったいろんな本の紹介
�12月 5 日㈭  10：30～12：00

●①講演会②絵本のひろば
　講師　加藤啓子さん
�12月 7 日㈯ ① 10：30～② 14：00～

●木曜おはなしのじかん
　手あそび、絵本の開き読みなど
�12月12日㈭  11：00～11：30

対 ��乳幼児と保護者
●こどものつどい
　人形劇など
�12月14日㈯  11：00～11：45

南草津図書館（野路一）�
☎567-0３7３、567-2３57

●おはなしのじかん
　絵本の開き読み
�11月16日～12月 7 日の土曜日�
（11月23日を除く）14：30～15：00
●	木曜おはなしのじかん
　手あそび、絵本の開き読みなど
�11月28日㈭  11：00～11：30

対 ��乳幼児と保護者
●こどものつどい　
　人形劇など
�12月14日㈯  14：30～15：15

	市立まちづくりセンター（西大路町）	
☎562-92４0、562-9３４0

●	潜在保育士部キックオフイベント
「保育士と遊ぼう！」
　滋賀の潜在保育士たちが、地域の
子育てを応援します。英語遊び、わ
らべうた、ベビーマッサージなどの
体験、子育て相談
�11月24日㈰ 13：00～16：00

対 �小学校低学年以下と保護者
定 �25組程度
￥ �コーナーによっては材料費が必要
申 �前日まで

特別講座「クリスマス	
コンサート	in	クレア」
　歌のお姉さんとクリスマスソング
を歌いましょう！
�12月12日㈭ 10：00～11：00

所 �草津クレアホール（野路六）
対 �市内在住の未就園児と家族
定 �250組〔先着順〕（サイト200組・来庁50組）
申 �11月18日㈪12：00～に子育て応援
サイト・アプリ（http://kusatsu-
kosodate.jp/）か、11月26日 ㈫�
9：00～16：00にぽかぽかタウン
（さわやか保健センター 3階）に、
直接

申・問 �子育て相談センター
　(さわやか保健センター ３階）
　☎561-2３３9、561-2４91

～おすすめの本を紹介～
『人間失格』

太宰治 著／ KADOKAWA
　彼は早熟で幼いころから他人に
対し、常に自分の気持ちを隠して
行動するようになる。しかし皮肉
にも、いつも自分が下に見ている
友に本音を見透かされ、その恐怖
から酒や薬、女におぼれ、我を忘
れるようになっていった。一旦憂
鬱を忘れていた彼
だったが、またして
も友に心を見破ら
れたことで、いよ
いよ人間嫌いに拍
車がかかっていく。
問 �図書館（草津町）
　☎565-1８1８、565-090３
　南草津図書館（野路一）
　☎567-0３7３、567-2３57

5 4
2019年11月15日 2019年11月15日


