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玉川公式 LINE アカウント開設！

この度、玉川学区内に関する様々な情報を発信する SNS の

一つとして「玉川公式 LINE アカウントを開設しました。

定期的に最新情報をお届けいたしますので、ぜひ友達追加を

お願いします。

友達追加方法：
次の１～３の方法のいずれかで友達追加できます。

１． 右記のQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取る。

２． LINE のホームまたは友達追加画面から ID で検索。

ID→@５７１ixvis

３． LINE ホーム画面から「玉川まちづくり推進会議」と検索し、友達追加。

玉川公式 LINE キャラクター決定！

【応募者コメント】

玉川が萩と月の名所だった
ことから、十五夜のウサギに着
想を得ました。
頭に飾るほど萩の花が大好

きなウサギのキャラクターをデ
ザインしました。

立命館大学サービスラーニングセンター学生ボランティアさん等にご協力い

ただき、「玉川公式 LINE キャラクター」が決定しました！

募集・選考要領の内容決めから、１次選考、最終選考、キャラクター決定まで、

学生さんならではの視点で進めていただきました。

今後は、このキャラクターが玉川の情報をいろいろと地域の方にお届けしま

すので、お楽しみに♪

＊学生さん主体によ
る選考会の様子

＊応募総数４３作品。受賞結果は、HP に掲載中

【応募作品原図】

※今後、若干修正を加えて

キャラクター完成となる予定です。
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好きです玉川 私も参加 つくるよろこび 

２０２２玉川萩まつり 
２０２０年、２０２１年と新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら中止となっておりました 

「玉川萩まつり」ですが、今年は感染症対策を徹底したうえで開催することが決まりました！ 

（※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。） 

※１日目の 10/2２（土）は玉小児童のみ参加できる日（児童登校日）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 10/2３（日）はどなたでもご参加いただけます。 

※検温、手指消毒、場面に応じたマスクの着用、密の回避（常時換気、距離の確保）など、状況に応じた

感染症対策を実施いたします。ご協力をお願いします。 

 

 

◇日 時： 202２（令和４）年 10 月２２日（土）・２３日（日）の 2日間 

            ① 10月 2２日（土） 9:00～12:００ （玉川小学校児童対象日） 

             ② 10月 2３日（日）10:00～14:00 （地域住民対象日） 

◇場 所： 玉川小学校（玉川こども園含）、南消防署、玉川まちづくりセンター 

◇内 容： 詳細は 10月に全戸配布されるパンフレットに掲載 

玉川萩まつり模擬店（10/23）チケット一般前売り 
日 時： 9 / 22（木）～9 / 28（水）9：00～17:00 
場 所： 玉川まちづくりセンター 

※当日は、下記のほかに、
野路芋（生・焼）、  茶葉
（各種）が、現金販売され
る予定です。 

【注意事項】 

※ 新型コロナウイルス感染症により萩まつりが中止となった場合でも返金はいたしません。 

  10/23（日）10:00～13:00の間に、玉川小学校体育館にて商品をお受け取りください。 

模擬店メニュー 金額（税込） 模擬店メニュー 金額（税込） 

おにぎり（さけ） ￥100 駄菓子詰合せ ￥300 

おにぎり（昆布） ￥100 調理パン３種袋詰め ￥330 

おにぎり（おかか） ￥100 ポップコーン（キャラメル味と塩味のミックス） ￥100 

ハンバーガー ￥110 
ペットボトル飲料 
（カルピスウォーター、カルピスソーダ、午後の紅茶【ミルク・ 

レモン】、緑茶、ほうじ茶） 
￥100 

焼きそばパン ￥110 紙パック飲料 
（アップル、オレンジ、グレープ、フルーツオレ、カフェオレ）  

￥80 

玉子ロール ￥110 クッキー ￥300 

愛彩菜（あいさいな）※ ￥１２０ ※愛彩菜…草津で採れたわさび菜を愛彩菜と言います。  

 

 

 

 

 

 

 

玉川萩まつり月間「作品展示」 

場 所： 玉川まちづくりセンター1階和室 

日 時： 10/3（月）～10/22（土）9：00～17：00 

＊展示作品募集中！玉川まちづくりセンターまで！ 

10/23（日）内容：ステージ発表（吹奏楽部、立命館ダンスサークル、キッズダンス）、 
            ふれあいスポーツコーナー、模擬店 
            ふれあいコーナー（玉小 PTA、玉川こども園、草津栗東交通安全協会、 

青少年育成区民会議など） 
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て
いく。 

自主教室会員募集！！ 

玉川まちづくりセンター自主教室は、地域の皆さんが教養を高め、地域の活性化を進めるため 

の学びの場です。入会を希望される方は、センターまでお問合せください。 

 

はもーる・フェリーチェ 

センターで週１回活動してい

る女声合唱団です。 

時間にゆとりがもてる方、身

近な所で何かを始めたい方、”

楽譜なんてわからないワ“とお

っしゃる方、先ずは見学してみ

てください。 

お待ちしています。 

活動日： 毎週月曜日 

時 間： １３:００～1５：３0 

会 費： ３,０００円/月 

玉川囲碁クラブ 

◇入会募集◇ 
 

活動日： 毎週木曜日 

（祝日と第５週を除く） 

時 間： １３:００～17：00 

会 費： ２,０００円/年 

： １９名（６級～九段） 

これから囲碁を始めようと

思われる方、ルールがわからな

い方にも丁寧に教えますので、

安心して楽しんでいただけま

す。 

空手道武神會 

オリンピックで空手を見た

けど一緒ですか？ 

空手ってどんな事をする

の？ 

毎週稽古の内容が少しずつ

変わりますので何回か見学に

来てください。 

柔道と違い、空手は様々な

流派がありますのでいろんな

道場を見て頂いて玉川まちづ

くりセンターまでお越しくださ

い。 

活動日： 毎週木曜日 

時 間： １８:００～２１：０0 

会 費： ２,５００円/月 

 

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 

 

敬老対象者：草津市に住民票のある７０歳到達者な

らびに同学年以上の方 

（昭和２８年４月１日生まれまでの方） 
 

＊今年度、玉川学区では、１,９６４人の方が対象と

なっています。（昨年比＋55人） 

 

いたします。（記念品の内容は、各町で異なります） 

 

 

玉川学区運動会（主催：体育振興会） 

【野路町・ローレルコート南草津 合同敬老会】 

 日 時： ９月１９日（祝・月） 

      朝席 10:30～・ 昼席 14:00～ 

場 所： 新宮会館 

内 容： 五代目 桂 文三
ぶ ん ざ

さん落語会 

玉川学区運動会は、令和２年度及び令

和３年度は中止となっていました。 

 今年度は、規模を縮小して開催されま

す。 

 詳細については、別紙回覧をご覧くださ

い。 

日 時： １０月１０日（祝・月） 

           9：００～１２：００ 

場 所： 玉川小学校運動場 

 

 ＊４種類の競技の他、今年度は体力測定

コーナーが設けられます。 

  自身の体力や日々の運動成果を知っ

て、日常生活や今後の運動や健康の参

考にしてはいかがですか。 
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子育て応援します♪ 玉川子育てサロン
☆参加費無料☆

● ９月 5 日（月）

親子で楽しもう♪

（BushClover 玉川）

● １０月１７日（月）

  フォトスタジオ玉川（玉川民児協）

● １１月 ７日（月）

  親子で体を動かそう！

※予約制

※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）

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 人数

野路町 5,313 9,491 人

野路小林町 285 632 人

桜ヶ丘 821 1,854 人

170 440 人

2022 年７月３１日現在

草津市 HP より

（※内容は変更になる場合があります。）

女性のくらし、応援します。

市社協「チューリップ事業」

SDGs「誰ひとり取り残さないすべてのひと

にやさしいまちづくり」の一環として、必要な

学区民の方に生理用品を提供することにより

経済面だけでなく「生理貧困」に係る問題全般

を解消するための取り組みです。

玉川まちづくりセンターでも7月よりこの事

業に協力させていただいています。

必要な方は、センター窓口にある「チューリ

ップ」を指さしてお伝えください。

生理用品サポート

〇 町内学習懇談会事前研修会（第３講座）

日 時： ９月７日（水）19:00～20:30

  講 師： 岡山県立大学 現代福祉学科

       准教授 周防 美智子さん

〇 すこやかセミナー第２講

日 時： ９月９日（金）19:00～20:15

講 師： motto ひょうご

        事務局長 栗木 剛さん

〇 クリーンセンター見学

日 時： ９月１０日（土）9:00～12:00

場 所： 草津市立クリーンセンター

〇 市長トーク

日 時： ９月３０日（金）18：00～

〇 地域資源健幸ラリー

日 時： １０月１日（土）9:15～12:30

〇 玉川学区運動会

日 時： １０月１０日（祝・月）午前

  場 所： 玉川小学校運動場

〇 玉川萩まつり

日 時： １０月２２日（土）・２３日（日）

  場 所： 玉川小学校他

  ※場所記載のないものは、玉川まちづくりセンターにて

開催します。

夏の風物詩！野路の花火！（2022.08.07）

〇 玉川中学校

  ９月 ９日（金） 玉中祭 （文化の部）

  ９月１６日（金） 玉中祭 （大学の部）

  ９月２１日（水） 玉中祭 （体育の部）

〇 玉川小学校

１０月 ８日（土） 運動会

１０月１１日（火） 振替休日

◆◆ お知らせ ◆◆

※予定は変更になる場合があります。


