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好きです玉川 私も参加 つくるよろこび

２０２１玉川萩まつり

例年、多くのみなさまにご参加いただいている「玉川萩まつり」

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりましたが、本年は感染予防対策を徹底

した上で、開催を予定しています。

（※学区内及び県内市町村の感染拡大状況により中止とする場合があります。）

◇期 日   2021（令和３）年 10 月 23 日（土）〜24 日（日）の 2 日間
    ① 10 月 23 日（土）9:00～12:００ （玉川小学校児童対象日）

                ② 10 月 24 日（日）10:00～14:00 （地域住民対象日）

◇場 所   玉川小学校、南消防署、玉川まちづくりセンター

◇内 容   詳細は 10 月中旬に全戸配布されるパンフレットに掲載

※模擬店チケットの前売販売はありません。当日、現金でお買い求めください。

※１日目の 10/23（土）は玉小児童のみ参加できる日です。地域の方は学校に入れませんので

ご注意ください。

※2 日目の 10/24（日）は、どなたでもご参加いただけます。ただし、以下に当てはまる方は

参加（入場）をお断りさせていただく場合がございます。

① 体温が 37.5 度以上ある方

②   チェックリストを提出いただけない方

（チェックリストは HP からダウンロードしていただくか、当日受付でもご記入いただけます）

③ マスク着用されない方（マスク着用が難しい方は事情をお知らせください）

◇そのほか、新型コロナウイルス感染拡大防止策を遵守していただけない方に関しましては、

萩まつりへのご参加はご遠慮いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

広報
玉川
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って

昨年に引き続き、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のた

め、各町とも式典・アトラクシ

ョンを中止といたしますが、

多年にわたり社会や地域に貢献されてきた高

齢者の方々に敬意を表し、長寿を祝うため対

象のみなさまに記念品を配布いたします。

対象者： 玉川学区に住民票のある７０歳

到達者ならびに同学年以上の方

（昭和２７年４月１日生まれまでの方）

＊今年度、玉川学区では、１,９０９人の方

が対象となっています。

TAMAGAWA

●センター館内で Wi-Fi が使用
いただけるようになりました。
※詳しい利用方法は窓口でお尋
ねください。

玉川まちづくりセンターだより

撮影：2021 年 8 月 11 日

センター表側に「萩（竹）トンネル」が設置されて約 1

年５か月が経ちました。

見ごろはもう少し先ですが、昨年より枝も大きく成長

し、「萩の玉川」の名にふさわしい情景が見られること

をお楽しみに…。

少しの風でも波打つ姿が美しい花です。

センターに来られた際は、是非「萩（竹）トンネル」を通

ってみてください。

９月末までは、学区の小学生たちが制作したカラフル

風鈴も「萩（竹）トンネル」に飾っています。

のじのじカフェ フードバンク

もったいないから「ありがとう」へ

第５回開催予定日： ９月３０日（木）

            １３:００～１４:００

【問合せ 】野路町内会（野路区事務所）

TEL：564-0644

思っていたよりも

たくさんの種類があっ

て助かります！

コロナ禍なのに実施して

もらえてありがたいです！

野菜がたくさん

でうれしい！

→フードバンクの

様子

↓実際にフードバ

ンクを利用した

大学生の声

貸館利用について

８月から１階小会議室も利用
可能となりました。

ハイクロソフト水（次亜塩
素酸水）生成装置導入！

衛 生 高 除 菌 水
が蛇口をひねる
だけで簡単に出
てきます。

ご 入 用 の 方 は
空容器を持って、
センターにお越し
ください。

草津市指定ごみ袋の引き換えは期限までに！

９月３０日（木）まで

※玉川まちづくりセンター
では、ごみ袋の引き換え
は行っていません。
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【すこやかセミナー第２講】

～子どもたちの未来のために～

日 時： 10 月 1 日（金）

      １９:３０～２０:３０

場 所： 玉川まちづくりセンター大会議室

講 師： 脇野 千惠 さん

     （栗東市教育委員会学校教育課児童生徒支援室

支援員）（思春期保健相談士）                   

演 題： 「地域でつながろう」

     ～いつでもどこでも子どもたちに

                “性と生”の学習を～

主 催： 学区青少年育成区民会議

なぜ性教育が大切なのか、家庭・

学校・地域でできる事などのポイン

トを教えていただきます。

玉川まち推 健昂委員会

学区内古跡ウォーク

玉川学区内にある「遺跡・古跡」を広く学区住

民のみなさんに知ってもらえるよう、学区内の

「遺跡・古跡」を巡るウォークを玉川まち推健昂

委員会主催で開催します。

詳細は、後日回覧やポスターでお知らせいた

します。この機会にみなさんご参加ください。

（１１月開催予定）

予定していた「玉川学区大運動会」を、今年度は
規模を縮小して「玉川プチ運動会」として開催いた
します。

種目は、「カードビンゴ」「玉入れ」「キックボール
リレー」の３種類です。

詳細は９月にチラシを全戸配布いたしますので
そちらをご覧ください。

日 時： １０月１０日（日）

      ９:３０～１２:００

場 所： 玉川小学校運動場

主 催： 学区体育振興会

玉川プチ運動会 初心者向けスマートフォン講座

スマホ決済とスマホ活用法講座

日 時： ９月１４日（火） １３:３０～１５:３０

場 所： 玉川まちづくりセンター

講 師： ソフトバンク スマホアドバイザー

参加費： 無料（事前申し込みが必要です）

※スマートフォンをお持ちでない方はお貸しし
ます。

Q:スマホ決済って何？

Q:危険じゃないの？

Q:スマホって本当に便利なの？

玉川萩まつり月間「作品展示」

展示団体＆サークル

◇ 玉川水墨画サークル

◇ 楽篆会

◇ 染色

◇ その他個人の方の作品

１０月６日（水）～１０月２３日（土）

左記団体＆サークルの

みなさんの作品を、玉

川まちづくりセンター１

階和室・入口正面・階段

にて展示します。

  センターにお越しの際は、ぜひ展示された

作品の数々をじっくりご覧ください。

スポーツの秋！身体を動かそう！
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＊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。

＊今後の状況によっては、開催内容の変更や開
催を中止とする場合があります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

子育て応援します♪ 玉川 子育てサロン

☆参加費無料☆

● ９月 ６日（月）→中止

● １０月１８日（月）予約制/申込先着親子１０組

ママは名カメラマン（センターが撮影スタ

ジオに大変身！）

● １１月１５日（月）予約制/申込先着親子１０組

リズムで遊ぼう（リトミック）

※開催月の１日から予約開始します。

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

玉川学区（住所別）人口

町内会名 世帯数 男 女 男女計

野路町 5219 5150 4292 9442

野路小林町 282 309 319 628

桜ヶ丘 80５ 928 924 1852

ローレルコート南草津 170 199 244 443

〇玉川中学校

９月１０日(金) 玉中祭（文化の部）

９月２２日（水） 玉中祭（体育の部）

〇玉川小学校

９月２５日(土) 運動会 （雨天時９月２６日）

９月２７日（月） 振替休日

１０月２３日（土） 萩まつり

１０月２５日（月） 振替休日

学校・地域などのお知らせ

〇人権第３講座

  日 時： ９月 ６日（月）19:00～

  場 所： 玉川まちづくりセンター

  講 師： 片山 惠泉 さん

         （草津市同和教育啓発講師団）

〇人権第４講座

  日 時： １０月４日（月）

  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇離乳食レストラン
  日 時： １０月１２日（火）
  場 所： 玉川まちづくりセンター

〇市長とまちづくりトーク
  日 時： １０月２８日（木）
  場 所： 玉川まちづくりセンター

＊１１月２１日（日）に予定されていた「第

１０回みなくさまつり」は、コロナ感染

拡大防止のため来年度に延期されま

した。

夏の風物詩！
野路の花火！

（2021 年 8 月 8日）

2021 年 7 月 31 日現在

草津市 HP より

新型コロナ感染拡大の為


