
横断歩道利用者�
ファースト運動
　横断歩道では、歩行者が優先です。
運転者は、歩行者などがいないこと
が明らかな場合を除いて、減速や停
止をしなければなりません。
　歩行者は安全確認後に「手をあ
げる」などの意思表示を行い、横
断してください。
問 交通政策課（ 5階）
　☎561-2343、561-2487

ご意見ありがとう�
ございました

パブリックコメントの結果・概要に
ついては、市ホームページをご覧く
ださい。

問 �商工観光労政課�
（ 4 階）�
☎561-2352

　 561-2486

草津市工場立地法地域準則条
例に規定する市の独自基準（案）

パブリックコメント（意見公募）

「イエローチョーク作戦」�
ふん害対策に協力を！
　犬のふん害対策として、道路など
に放置されたふんの周囲をイエロー
チョークで囲み、発見した日時を書
くことで、犬のふんに困っている人
がいることを知ってもらい、繰り返
し行って自発的に犬のふんを回収す
るように促すものです。
　初回のみ、生活安心課（ 1 階14番
窓口）でイエローチョーク 1本を配
布しますので、皆さんのご協力をお
願いします。

・許可なく私有地に入り、書かない
でください。
・ラッカー塗料等チョーク以外は使
用しないでください。

問 生活安心課（ 1階）
　☎561-2340、561-2479

屋外スピーカーで
情報伝達試験を行います
非常時に備え、Jアラートを用
いて情報伝達試験を行います。

地震・津波や武力攻撃など
の緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて伝えるシ
ステム

Jアラート
（全国瞬時警報システム）

2 月17日㈬　11：00頃�
　（予告放送 8：45頃）
他 �・��コミュニティFMラジオ
「えふえむ草津（78．5MHz）」
でも、試験放送が流れ
ます

　・��屋外スピーカーから情報
が聞き取れなかったとき
は、電話自動応答システ
ム（ 0120-11９-９32）で情
報確認ができます

問 �危機管理課（ 1階）
　☎561-2325、561-6852

草津市家賃支援給付金�
（事業者向け）の受付期限延長
　国の家賃支援給付金の申請期限
が、一部対象者につき延長されたこ
とを受け、草津市家賃支援給付金の
受付期限を、3月15日㈪まで延長し
ます。申請がまだの事業者は、早
めに申請をしてください。申請に
は、国の家賃支援給付金の給付決定
を受けていることが必要です。
　詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
対 �①国の家賃支援給付金の給付決

定を受けていること
　②��市内に本店を登記し

ている法人か、住民登
録がある個人　など

申・問 商工観光労政課（ 4階）
　☎561-2351、561-2486

障害者福祉センター教養文化講座〔抽選〕
　だれでも、気軽に楽しく参加できる講座です。詳しくは、お問い合わせください。
4月～来年 3月　対 �市内に在住か、通勤（園）している、障害のある人を優先　

申 �2 月20日㈯～ 3月 6日㈯に、障害者福祉センター窓口か、電話、ファクスで

講座名 内容 とき 定員 受講料／回

絵てがみ 絵が苦手な人も大丈夫
季節の花や野菜を楽しく描く

第 1・ 3火曜日
10：00～12：00 20人 500円

いきいきアート 感性を刺激して、脳を活性化 第 4火曜日
13：30～15：30 10人 500円

元気アップ体操 椅子に座りながらの簡単な体操 第 1・ 3水曜日
14：00～15：30 20人 250円

いきいき体操 簡単なストレッチと
筋力トレーニングなど

第 2水曜日
14：00～15：30 20人 250円

陶芸 初心者大歓迎
自分だけの作品作り

第 1土曜日
13：30～15：30 10人 1,250円

生け花とフラワー
アレンジメント

生け花とアレンジメントを
月替わりで

第 2土曜日
13：30～15：00 20人 生け花�1,250円

アレンジメント�1,350円
ミュージック・

ケア 音楽を使って心と体をリフレッシュ 第 2土曜日
10：00～11：00 20人 250円

パソコン教室�
基礎コース

初めてのパソコン操作、活用方法、
ワード、エクセルなど

土曜日
10：00～12：00
〔春・秋コース各全10回〕
※春コース� 4 /10開講
※秋コース�10/ ９ 開講

10人
250円

（テキスト代�
2,000円別途要）

楽しい絵遊び
（小学生以下の
子どもと保護者）

クレヨンや画用紙で、
自由に楽しく絵遊び

第 4土曜日
10：00～12：00 20人 500円

楽しい美術
（中学生以上）

さまざまな絵画の技法で
自分の世界を表現
他 �絵の具（12色）、筆、パレットを持参

第 4土曜日
13：30～15：30 20人 500円

申・問 障害者福祉センター（西渋川二、渋川福複センター内） ☎569-0351、569-0354
　障害福祉課（ 1階） ☎561-6972、561-2480

節目歯科健康診査の
受診 3 月31日まで

　対象者には、昨年 6月末日に郵
送で通知しています。期限が近づ
くと医療機関が混雑するため、早
めに受診しましょう。
対 �市に住民票がある、満40､50、60、
70歳の人（昨年4月 1日時点）

複十字シール運動募金の 
ご協力ありがとうござい
ました

　複十字シール運動募金は、62,604
円が集まりました。募金は、結核
の国際協力、結核や肺がんなどの
普及啓発、結核予防団体の活動支
援や調査研究などに役立てられて
います。

全血献血
2 月25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 �・�献血カード、本人確認書類
　　（初めての人）を持参
　・�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。

問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2482

�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。

草津が誇る、江戸末期
創業の老舗の、もなか

とみかさです。昔ながらの味を保つため、滋賀県産のもち米
を使い、今も市内にある本店の専用工房で、手作りにこだわっ
た製法で作られています。お菓子
の名前には、“ふるさと”草津を代
表する、皆さんに馴染みのあるお
菓子となるように願いを込めて
「松

まつ

里
り

」の字が用いられています。
また、東海道草津宿にちなんだデ
ザインも魅力です。

松
まつ

利
り

老
ろう

舗
ほ

の松里もなか・
松里みかさはこちら

草津の魅力的な逸品を紹介！『草津ブランド』

松
ま つ

里
り

もなか・松
ま つ

里
り

みかさ 編

問 商工観光労政課（ 4階）☎561-2351、561-2486
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