
史跡草津宿本陣  
本陣楽座   
夜長に興ずる落語会
　秋の落語会は ３週ごとに開催しま
す！長い夜のひと時を、本陣で笑っ
て楽しみませんか？
出演 � 桂壱之輔、桂天

てん

吾
ご

�10月 1 日㈯��17：３0～18：３0
所 �史跡草津宿本陣
定 �４0人〔先着順〕
￥ �700円
申�９ 月 ３日㈯～、電話かファクスで
申・問 �史跡草津宿本陣（草津一）
　☎・561-6636

それゆけ！ 
ほんじん大作戦 
くさつ鉄道のつどい
～宿

しゅく

から駅へ～
　鉄道開業150周年を記念した特別
企画として、滋賀県の鉄道路線を再
現した鉄道模型を展示！運転体験
コーナーもあります！さらに、来場
者には毎日先着順、数量限定で来場
記念品をプレゼント。草津や鉄道の
歴史を楽しく知ろう！
�９月２３日（金・祝）～２5日㈰� ９：00～17：00
（最終入館は16：３0まで）
所 �史跡草津宿本陣
￥ �通常の入館料
問 史跡草津宿本陣（草津一）
　☎・561-6636

史跡草津宿本陣　
高校生の生花展
　草津高校華道部の部員たちが、草
津宿本陣をいけばなで彩ります！
今回限りの貴重な展示を、ぜひお楽
しみください。
�９ 月17日㈯～1９日（月・祝）�
９：00～17：00�
（最終入館は16：３0まで、最終日
の展示は15：00まで）

所 �史跡草津宿本陣
￥ �通常の入館料
問 史跡草津宿本陣（草津一）
　☎・561-6636

　平安時代には何もしない、
何もできないという典型的な
お嬢様育ちの姫君が多くいま
した。
　本書の主人公の「六の宮の姫」
もまさにそうで、両親が一度
に亡くなると同時に華やかな
暮らしはできなくなりました。
ある男と夫婦同然となりまし
たが、男が地方へ赴任し、他
の女性と結婚したことで姫の
暮らしは没落を辿ります。男
は後に京へ帰り、姫のことを
思い出して探しますが、見つ
けたときには臨終でした。姫
が奮起し、自分の力で生きよ
うとしたら、もっと違う人生
を歩めたのではないでしょうか。
この時代で生きぬくことの難
しさを感じさせます。

問 図書館（草津町）
　☎565-1818、565-0903
　南草津図書館（野路一）
　☎567-0373、567-2357

六の宮の姫君
芥川龍之介 著／筑摩書房

おすすめの本を紹介

草津ハイキング  
中山道ウオーク 
シリーズ①
�９ 月２４日㈯� ９：00～15：３0�

所 �JR草津駅～JR関ケ原駅～関ケ原
宿～常盤御前の墓～今須宿～寝
物語の里～柏原宿～地蔵川の梅
花藻～醒井宿（解散）（徒歩距離約
1４㎞、健脚向き）

定 ��50人〔先着順〕　
¥ ��500円（保険料、資料代などを含
む。JR往復運賃２,160円別途要）

他 �雨天決行。当日 7：00に警報が出
たときは中止

申 ��９ 月 5 日㈪～２1日㈬〔必着〕に、
開催日・参加者全員の住所・氏
名・代表者の電話（ファクス）番
号を書いて、直接か往復はがき、
ファクス、Ｅメールで

申・問 �（一社）市観光物産協会
　（ ４階、商工観光労政課内）
　☎566-3219、566-8000
　kusatsu-kb@cream.plala.or.jp
　商工観光労政課（ ４階）
　☎561-2351、561-2４86

第 2 回 草津市 
地球冷やしたい 
セミナーを開催
　自宅でも手軽にできるベランダ菜
園（袋栽培）と、家庭からの生ごみを
たい肥化する段ボールコンポストの
講習会を開催し、段ボールコンポス
トの販売会も行います。草津市エ
コ・アクション・ポイント対象事業
です。
９月２３日（金・祝） 10：00～11：３0

所 �市役所 ２階 特大会議室
対 �市内在住　定 �３0人〔先着順〕
申 �９ 月 1 日㈭～２0日㈫に、住所・
参加者の氏名・電話番号を書い
て、電話かファクス、Ｅメールで

申・問 �温暖化対策室
　（馬場町、クリーンセンター内）
　☎561-6581、561-658４

犬の飼い方講習会
　しつけ方や健康管理、食事、マナー
など、犬の基本的な飼い方について
の講習。
�10月 5 日㈬��10：00～11：00

所 �市役所 5階 50２会議室
対 �市内在住か通勤・通学していて、
犬を飼っているか、これから飼う
予定の人

定 �10人〔先着順〕
申 �９ 月 1 日㈭～２8日㈬に、住所・
氏名（ふりがな）・電話（ファクス）
番号、犬を飼っている人は犬の
名前・年齢・登録番号を書いて、
電話かファクス、Ｅメールで

申・問 �生活安心課（ 1階）
　☎561-23４0、561-2４79

子育て

　抱っこや授乳など助産師が分
かりやすくお話します。パート
ナーも参加できます。
９月２6日㈪ 10：00～11：３0

所 �ミナクサ☆︎ひろば
対 �市内在住の妊婦とその家族
定 10組〔先着順〕
申 �９ 月1３日㈫～２３日（金・祝）９：00～
17：00に、施設に直接か電話で
（月曜日を除く）
申・問 �ミナクサ☆ひろば
　（野路一、西友南草津内）
　☎562-3793、562-379４

妊婦教室「赤ちゃん
との生活&抱っこ・ 
授乳体験」と交流会2

　ふたご・みつごならではの妊
娠・育児についての悩みや喜び、
工夫などの情報交換や、親子遊
びを楽しみます。気軽にご参加
ください。
�９ 月２0日㈫� 10：00～11：３0�

所 �ココクル ひろば
対 �ふたご・みつごの家族か、ふた
ご・みつごを妊娠中の人とその
家族

定 15組〔先着順〕
申 �９月7日㈬～17日㈯ ９：00～17：00
に、施設に直接か電話で（火曜
日を除く）

申・問 �ココクル ひろば
　（大路二、キラリエ草津内）
　☎562－5596、562－5523

ツインズフレンズ
「親子ふれあい遊び」1

　食育の話や離乳食の完成品の
見学など（試食はありません）。
�①10月 5 日㈬ ②10月1９日㈬� � �
２ 部制 �〈 1 部〉９：３0～10：３5��

〈 ２ 部〉10：50～11：55
所 ��①玉川まちづくりセンター（野路九）�
②さわやか保健センター

対 �市に住民票のある、４～10カ月
児とその保護者

定 �各 7 組〔先着順〕
�申 �９ 月２0日㈫�10：00～、最新の情
報を市ホームページ（二次元
コード）で確認し、ネット予約
システムから申し込み

　※�ネット環境がない
人は、お問い合わ
せください

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

離乳食レストラン4

妊婦教室
「講話＆沐浴見学」5

　助産師の講話や沐浴見学など。
�10月 6 日㈭ 10：00～11：３0　

所 �市役所 8階 大会議室
対 �市内在住の妊婦とその家族　
定 ２0組〔先着順〕
申 �９ 月1２日㈪ ９：00～16日㈮に、
子育て応援サイト（二次元コー
ド）か、平日 ９：00～16：00に直
接か電話で

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

ファミサポ講習会 
「健康な食生活に
ついて」3

　子どもや大人の食生活や栄養、
日頃の食に関する悩みも聞けます。
ファミサポ活動に興味や関心の
ある人、安全・安心な子育てに
ついて学びませんか。
９月２7日㈫�10：00～1２：00�

所 �市役所� 8 階大会議室
対 �・�市内在住か通勤の子育て中

の保護者
　・依頼会員や提供会員� �
　・�市内在住の提供会員に関心

のある２0歳以上の人
定 50人〔先着順〕
�他 ・��親子で参加できます
　・��当日は依頼会員や提供会員

の登録もできます
申 �９ 月 5日㈪～２0日㈫ ９：00～17：00
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

子育て応援サイト
子育て情報はこちら

INFORMAT IONお知らせINFORMAT IONお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、市主催のイベントなどは中止・延期となる場合が
あります。詳しくは、担当課に直接お問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。

たび丸にたくさんの応援・お祝いメッセージが届きました！
おたよりを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。

お返事
するので、待ってて

ほしいたび♪
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