
　犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たち
の更生に理解を深め、学習するための研究
会です。誰でも参加できますので、詳しく
は事務局にお問い合わせください。

　保護司は、法務大臣の委嘱を受け、犯罪・非行の防止や、罪を犯した人
の更生と社会復帰に取り組んでいます。家庭や学校、地域などでの悩みを
相談してください。子どもの相談には、「BBS会」※1と協力して対応します。

犯罪のない明るい社会を築くために

一般公開ケース研究会

とき ところ

6月29日㈯
矢倉まちづくりセンター

玉川まちづくりセンター

7月6日㈯

志津まちづくりセンター

渋川まちづくりセンター

山田まちづくりセンター

笠縫まちづくりセンター（※ 1）

7月13日㈯

草津まちづくりセンター

大路まちづくりセンター

老上まちづくりセンター

笠縫東まちづくりセンター

常盤まちづくりセンター

7月20日㈯ 南笠東まちづくりセンター（※ 2）

小学校区 氏名

志　津
田中 孝
内藤 正規

志津南
黒川 玉英
高岡 由喜晃

矢　倉 村田 晋作

草　津
田中 正治
辻 博子
藤田 恵理子

草津第二
河田 美智子
山口 壽

渋　川
香月 明
津田 正慎
永井 信雄

老　上
金本 美和
関戸 弘
治田 功

老上西
宇野 満壽美
谷 大輔
中西 長雄時間　�13：30～（ 2時間半程度）�

（※ 1）は14：00～ （※ 2 ）は10：00～
問 �市更生保護女性会事務局� �
☎・563-5186

問 �草津支部保護司会事務局 ☎・564-8024

小学校区 氏名

玉　川
奥井 さよ子
中野 宗城

南笠東
川瀬 善行
黒川 英男

山　田

池田 恵俊
木村 清
佐山 栄子
佐山 利子
藤岡 裕信
八幡 知行

笠　縫
小寺 カオル

山本 喜久子

笠縫東
仲井 みさゑ
三上 拓男
山中 多恵子

常　盤
稲垣 保善
上寺 和親
中川 和江

※1��BBS会とは、悩みを抱えている子ど
もたちのお兄さん、お姉さんがわり
として相談相手になるボランティア
活動です

※名前は、常用漢字などに変更して
　掲載しています。ご了承ください

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　
申 �申込み・応募方法　 〒 市役所への郵送は、〒525-8588�草津市役所〔課名など〕

●詳細は各担当課までお問い合わせください。

助成項目 対象
乳幼児 0歳～小学校就学前の乳幼児

子ども医療�自 小学 1～ 3年生

小・中学生� �
入院医療費助成
※受給券なし

小学 4～中学 3年生� �
※病院で支払った医療保険適用の入院医療
費のうち、高額療養費などの保険給付額を
除いた自己負担分を助成

重度心身障害者（児）
重度心身障害老人
自

【次のいずれかに該当する人】
・身体障害者手帳所持者（ 1～ 3級）
・療育手帳所持者（A1・2、B1・2）
・特別児童扶養手当支給対象児童（ 1級）

65～74歳老人
※一部負担金あり

本人と配偶者、扶養義務者の市民税が非課
税の人

申・問 �保険年金課（ 1階）☎561-2358、561-2480

特定外来生物に注意しましょう
●アライグマ
　市内で特定
外来生物「ア
ライグマ」が
出没しています。野生動物であるた
め、むやみに近づいたり、えさを与
えたりしないでください。
●セアカゴケグモ
　特定外来生物「セアカゴケグモ」
は、毒を持つクモで、市内でも発見
事例があります。攻撃性はなく比較
的おとなしいといわれていますが、
素手で捕まえたり、うっかり触って
しまったりすると、かまれることが
あるので注意してください。見つけ
たときは、市販の殺虫剤をかけ、弱っ
たことを確認して、直接触れずに踏
みつぶすなどして駆除しましょう。

問 �環境政策課（ 1階）�
　☎561-2341、561-2479

胃がん集団検診を行います
�7 月10日㈬� 9：00～11：30

　（当日の受付時間は申し込み時に伝えます）
所 �さわやか保健センター 1階
対 �50歳以上（来年 3月31日時点）で、
市に住民票がある人�

定 �45人〔先着順〕
¥ �900円（70歳以上無料）
他 ◦�市民税非課税世帯または免除世

帯か生活保護世帯の人は、1週間
前までに健康増進課に申請（本人
確認書類と、代理人の場合は印
鑑要）で無料（受診後の申請不可）

　◦�65歳以上で、後期高齢者医療被
保険者証を提示すると無料

　◦�現在、胃の病気で通院・治療中、過
去に胃を切除している、バリウムで
気分が悪くなった経験がある、寝返
りが困難などの人は受けられません

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

生活習慣を見直しませんか？
　保健師や管理栄養士が、生活習
慣病（糖尿病・脂質異常症・高血圧・
肥満など）や栄養、歯の相談に応じ
ます。
�7 月10日㈬、 22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

アパートなどの貯水槽　 
定期清掃や点検を 
していますか？
　貯水槽の維持管理は、設置者（所
有者）の責任です。日ごろから適正
な管理に努め、検査結果は市へ報告
してください。
●清掃・点検
　水槽に、ヒビや亀裂、異物などの
混入がないか、年 1回以上定期的に
清掃・確認しましょう。特に地震・
台風・寒波・大雨などの後は、忘れ
ずに点検しましょう。
●水質検査
　蛇口から出る水の色・臭い・味・
そのほか異常がないか、定期的に確
認しましょう。異常があるときは、
専門機関に依頼しましょう。
●残留塩素の測定
　残留塩素は、規定量（0.1ppm）以
上を保つため、適正な管理と塩素濃
度の測定をしてください。
問 �給排水課（ 2階）�
　☎561-2443、561-2481

【体色】
黒色または
濃い褐色 【特徴】赤色の帯状の模様

（イラスト出典：大阪府HP）

未成体のメス成体のメス

成体のオス

（オスは毒性無し）体長 3 ～ 5 ㎜

体長15㎜

セアカゴケグモ
の特徴

オオバナミズキンバイを 
持ち帰らないで
　この花は、
特定外来生物
に指定されて
います。栽培
や保管、運搬
が禁止されて
いるので、持ち帰ったり、他の地域
で捨てたりしないでください。
特長　�直径約 5㎝、黄色い花
問 �環境政策課（ 1階）�
　☎561-2341、561-2479

全血献血
�6 月26日㈬  9：30～11：30、12：30～16：00

所 �さわやか保健センター 1階
対 �16～69歳（65歳以上の人は、60～
64歳に献血経験要）

他 �びわ湖草津献血ルームでは成分献
血もできます。詳しくは、県赤十
字血液センター（笠山七、☎564-
6311）へお問い合わせください。
骨髄バンクの登録のみも受け付け
ていますので、ご協力をお願いし
ます。

問 �健康増進課（ 2階）�
　☎561-2323、561-2482

〔敬称略、順不同〕

犯罪や非行の悩みは保護司へ相談秘密は
守ります！

受給券の更新 手続きをお忘れなく！

助成項目 対象

母子・父子家庭自
18歳未満の子どもを扶養している母か父と
児童�所

ひとり暮らし
寡婦自

かつて母子家庭の母として、20歳未満の子
どもを扶養して、ひとり暮らしの状態がお
おむね 1年以上続き、今後も続くと見込ま
れる65歳未満の人�所

ひとり暮らし
高齢寡婦
※一部負担金あり

65～74歳で、ひとり暮らし寡婦の要件を満
たす人�所

重度精神障害者（児）
重度精神障害老人
※�精神科通院医療
費のみ助成

精神障害者保健福祉手帳所持者（ 1・ 2級）
で自立支援医療（精神通院医療）の受給者

　福祉医療費受給券（乳幼児・子ども医療を除く）、重
度心身障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費受給
券（助成券）の有効期限は、 7 月31日㈬です。現在助成

を受けている人には、 6月中旬に更新の申請書を送りま
す。新規の人は、窓口で申請してください。

�自自己負担金が必要な場合あり　所所得要件あり

問 �健康福祉政策課（ 2階）� �
☎561-2360、561-2482

　血液を安定的に確保するため、
献血にご協力をお願いします。成
分献血は、びわ湖草津献血ルーム
成分献血予約専用フリーダイヤル
0120-007-932( 9：00～18：00)まで。
問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2482

7月は愛の血液助け合い運動月間

「さあ行こう 未来をつなぐ
献血へ」
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