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第５１号

玉川学区（4 月 30 日現在）【草津市 HP より】

人口 12,373 人  世帯数 6,471 世帯

男 6,603 人 女 5,770 人

２０２１（令和３）年度 遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議評議委員会

４月２２日（木）に玉川まちづくりセンターで開催。

２０２０（令和２）年度事業・会計報告、２０２１（令

和３）年度事業計画・会計予算等の議案が全て承認

されました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予防接種

が始まったものの、いつ収束するか予測できない

中、依然として警戒レベルにある昨今、学区民あげ

て「行動の自粛」と「with コロナ」を考え、元気で明

るいまちづくりを推進してまいりましょう。

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議

会長 中野宗城

＊新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら開催。

５つの柱

① 地域の人々が、このまちをどのように見据えて
いるかに傾注します。

② 個人的な感性ではなく、より多くの人々が共感
するような魅力の輪を広げます。

③ 玉川学区にふさわしい、まち環境や緑の保全に
つとめます。

④ 文教のまちとして保育園から大学までの皆が支
え合い、地域や企業との絆を大切にします。

⑤ 楽しんで助け合い、ボランティア精神を発揮して
活発な地域コミュニティをめざします。

コロナ終息と東京五輪開催を大鯉に託して！

野路町蓮池グラウンド

１

２

３

萩苗の定植を推進し、

遺跡と萩の

まちを育もう。

いつ何が起こるか、

有事について深堀り

してみよう。

健康と運動を提唱し、

豊かさを追求

しよう。

◆５つの柱を基に、次の３項目に視点を

置いたまちづくりの推進に努めます。
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◇総務委員会  委員長  中野 宗城

4/22 評議委員会

正副会長会

理事会

年間 企画調整(地区防災計画ほか)

別途調整 まちづくり講演会、先進地研修

10～12 月 市長とまちづくりトーク

年間 軽トラック車両維持管理

随時 地域福祉事業助成

随時 体育振興会事業助成

随時 青少年育成区民会議事業助成

10/23・２４ 玉川萩まつり（萩まつり広報発行）

随時 各部会・委員会事業調整

年 4 回 広報玉川発行(第 51 号～第 54 号)

11/2１ 第 10 回みなくさまつり支援

◇人権委員会  委員長    福田 昌甫

7 月 人権講座

7 月 第 1・第 2 講座(市全体)

9 月 第 3 講座/人権講座

10 月 第 4 講座

10～12 月 町内学習懇談会

別途調整 管外研修

R4/2/2６ 実践発表のつどい

R4/3 月 人権だより発行

◇健昻(すこやか)委員会  委員長    谷 国男

随時
地域課題解決応援交付金事業

萩の植樹・育成管理、講演会、史跡ウォーク等

随時
一括交付金事業

健幸ウォーク、健幸フェスタ、キッズダンス等

【委員会の事業計画】

□防災防犯部会

9 月 防災講座

R4/2 月 防犯講座

別途調整 管外研修

10 月 ジュニアポリス広報啓発活動

随時 情報収集・提供

随時 町内防災活動支援

年間 青色パトロール車両維持管理

□文化教育部会

6/5 「防災学習」

7～8 月 「ふれあい交流」

11/6 「もちつき体験」

R4/1/5 「書き初め体験」

7 月と R4/1 月〜2 月   別途調整

□まち環境部会

別途調整 講習会

6 月/11 月 花いっぱい運動

別途調整 研修会

２回 まち環境部会ニュース（広報玉川に掲載）

別途調整 環境学習会

【部会の事業計画】（年間通じて部会）

役職 氏名 所属

会長 中野 宗城
野路町内会長

学区自治連合会会長

石垣 雅野 野路小林町内会長

副会長 福田 昌甫 桜ヶ丘町内会長

副会長 谷  国男 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津町内会長

杉本  博 野路町内会

田中 康明 草津栗東交通安全協会

役職 氏名 所属

理事 西川  鉄 防災防犯部会 部会長

理事 遠藤 研次 防災防犯部会 副部会長

理事 奥井 さよ子 文化教育部会 部会長

理事 加藤 公士 文化教育部会 副部会長

理事 音揃 宏勝 まち環境部会 部会長

理事 奥井 学 まち環境部会 副部会長

顧問 小野 元嗣 市議会議員

【役員】

評議委員 各町内会・各種団体・有識者 21 名

事務局

平井 幸宏 事務局長/まちづくりセンター長

影岡 比呂子 総務/健昻/広報/萩まつり

永田 聡子 まち環境/やすらぎ学級

西田 直子 文化教育/自主教室

吉賀 謙治 防災防犯/人権

２０２１（令和３）年度 遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議 組織役員・事業計画

＊新型コロナウィルスの感染状況により、事業が中止または
延期になる場合があります。
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回 開催日 時間 講座名 講師など

1 ５月１７日（月） １３:３０～
開講式・ミニ朗読とお楽しみ
ナツメロ大作戦！

牧哲玄さん、BushClover

2 ６月２１日（月） １３:３０～ マイナンバーカードについて 草津市市民課・企画調整課

3 ７月１９日（月） １３:３０～ 人権講座 草津市同和教育啓発講師団

4 １０月１８日（月） ９:００～ 館外研修 調整中

5 １１月２２日（月） １３:３０～ 仏像に親しもう！ 山口 均さん

6 １月１７日（月） １３:３０～ ニュースポーツ体験 草津市スポーツ推進委員

7 ２月２１日（月） １３:３０～ 考える防災教室 大阪ガス（㈱）

8 ３月１４日（月） １０:００～ 演奏会・閉講式・親睦会 調整中

２０２１年度 玉川やすらぎ学級 受講生募集！

〇対 象 者： 草津市在住在勤の６０歳以上の方。

〇年間受講料： ２,０００円（講座内容により別途参加費が必要になる場合あり）

＊年度途中でもご入会いただけます。（詳しくはセンターまで）

＊グループ活動： 下記いずれかのグループ（複数可）に所属して活動できます。

           【 卓球 ・ 詩吟 ・ 折り紙 ・ グラウンドゴルフ ・ パソコン ・ 将棋など 】

○済

◇ 文化教育部会 ◇

◇ 防災防犯部会 ◇

◇ まち環境部会 ◇

部会長  
副部会長

音揃 宏勝
奥井 学 部会員数９人

部会長  
副部会長

奥井 さよ子
加藤 公士 部会員数１２人

部会長  
副部会長

西川 鉄
遠藤 研次 部会員数１０人

玉川まちづくりセンター貸館利用について

８月２日より１階小会議室も利用可能とな
ります。

ただし、現在利用人
数に制限を設けさせ
ていただいています
ので、当分の間、小会
議室の利用人数は、
概ね６名までとさせ
ていただきます。
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５月１８日（火）、「酒
し ゅ

・味
み

・湯
ゆ

の会」のみなさんはじめ、有志の方々ご協力のもと、玉川小学校５年生

が、田植え体験を行いました。

苗の植え方を学び、早速チャレンジします。裸足になった児童たちは、苗を持ち水田に入ると、「足が

抜けない！」、「ぬるぬるしている！」と大騒ぎしながらも、アドバイスを受けながら、ひざ下まで水田に

浸かった足を一歩ずつ慎重に踏み進め、丁寧に苗を植えました。

田植え機初体験！！

水路で泥んこになっ
た手足を洗います。

校長先生も挑戦！！ お手伝いの方々

秋の収穫が楽しみです♪
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ハイクロソフト水（次亜塩素酸水）生成装置が
玉川まちづくりセンターに導入されました。

玉川キッズダンスチーム紹介

◇ハッピーキッズ（未就学児対象クラス）

毎週水曜日１６:００～１７:００

◇クール・ダンススター（小学生対象クラス）

毎週月・火曜日１７:００～１８:００

○除菌力が強い

○安全性が高い

○環境にやさしい

衛生高除菌水なので、建物内外を始めあらゆる

空間の感染抑制に役立ちます。

ご入用の方はセンター窓口までお声かけくださ

い。（空容器をお持ちください）（無料）

お花を育てるのが好きな方、時間に余裕があ

り何かしたいなと思っている方はいらっしゃい

ませんか？

ボランティア団体「玉川花の会」では、お花の

管理をしていただけるボランティアを募集して

います。

お花の植え替え、草ひき、水やりなど、できる

範囲で構いません。一緒に活動しましょう！

●活動場所

・野路南交差点の花壇（西友の近くです）

・玉川まちづくりセンターのプランター

●活動内容

・花の植え替え（年２回）、水やり、草ひきなど

●申し込み・お問い合わせ先

  玉川花の会 代表 音揃 宏勝

（代理受付：玉川まちづくりセンター）

電話：５６４－０１８９  FAX：５６４－０２００

E-Mail：tamagawa@machikyou.jp

６月１４日（月）～７月９日（金）

午前７時３０分から午前９時００分まで

下記対象時間内のJR南草津駅発の立命館大学

行き直通バスを西口からの発車に変更する社会

実験が実施されます。

（平日のみ）

JR 南草津駅東口発車の路線バス社会実験
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学校・園からお知らせ

玉川中学校

７月１６日（金） １学期終業式

８月２１日（土） 親子環境美化作業

８月２４日（火） ２学期始業式

玉川小学校

７月２０日（火） １学期終業式

８月２６日（木） ２学期始業式

玉川こども園

７月２０日（火） １学期おわりの会

８月２６日（木） ２学期はじまりの会

ののみちこども園

８月 ６日（金） １学期終園式

９月 １日（水） ２学期始園式

さくらがおかこども園

７月２０日（火） １学期終業式

９月 １日（水） ２学期始業式

TAM ランド野路こども園

７月２１日（水） １学期終業式

９月 １日（水） ２学期始業式

〇子ども体験合校「防災体験教室」

日 時： ６月 ５日（土）9:30～11:30

場 所： 玉川まちづくりセンター、南消防署

〇すこやかセミナー第１講（青少年育成）

  日 時： ６月 18 日（金）19:30～20:30

  場 所： 玉川まちづくりセンター

  講 師： 玉川小学校校長 小野澤 祐子さん

〇青色防犯パトロール講習会

  日 時： ６月１９日（土）10:00～11:00

  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇子ども体験合校「夏休みふれあい交流」

  日 時： 小学校夏休み期間中

  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇一般公開ケース研究会（更生保護女性会）

  日 時： ７月１０日（土）午後

  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇人権講座

  日 時： ７月１９日（月）13:30～

  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇玉川こどもサマーチャレンジ（青少年育成）

  日 時： ７月２４日（土）9:00〜12：30

  場 所： 玉川まちづくりセンター
子育て応援します♪ 玉川 子育てサロン

● ６月２１日（月）予約制/申込先着親子１０組

おたのしみ（未定）

● ７月１９日（月）予約制/申込先着親子１０組

英語 de リトミック（百合華くらぶ）

☆参加費無料☆

時 間：10:00～11:3０

場 所：玉川まちづくりセンター

対 象：０歳児～未就園児とその保護者

申込先：077-564-0189

         （玉川まちづくりセンター）

参加者同士の交流の場♪
お気軽にご参加ください。

主 催：玉川学区民生委員・児童委員協議会
学区行事開催予定日

＊学区大運動会

＊玉川萩まつり

＊みなくさまつり

１０月１０日（日）

１０月２３日（土）・２４日（日）

11 月 21 日（日）

＊予定している事業・行事の開催にあたっては
感染リスクを十分に配慮し、対策を講じた上
で開催いたします。

＊今後のコロナ感染状況によっては、開催内容
の変更や開催中止となる場合があります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

※詳細は９月頃お知らせいたします。

当推進会議の中野宗城会長が、令和３年春
の叙勲において「瑞宝小綬章」を受章されま
した。

「瑞宝小綬章」中野 宗城 さん

（湖南広域行政組合の元消防正監）
※開催月の１日から予約開始します。

お知らせ


