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第５０号

玉川学区（1 月 31 日現在）

人口 12,189 人  世帯数 6,354 世帯

男 6,530 人 女 5,659 人 【草津市 HP より】

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議 基本コンセプト

健幸都市「みなくさ」の新たなまちづくりの拠点として、若さと弾力性に満ちた活動を通して人が育むことをめざします！

女の子のすこやかな成長を願うひなまつり。「桃の節句」といわれ

るのは？

五節句の一つで、本来は「上巳（じょうし、じょうみ）の節句」と

いいます。旧暦の 3 月 3 日が現在の 3 月上旬から 4 月上旬にあた

り、桃の花が咲く時期であることと、桃は邪気をはらう力があると考

えられていたことから、節句を祝うのにふさわしいものとして「桃の

節句」といわれるようになったそうです。

平安時代の女の子の人形遊びである“雛（ひいな）遊び”と節句が

結びつき、ひなまつりとして広まったと言われています。

コロナ禍で何となく沈みがちになりますが、センターを訪れる方々

が少しでも笑顔になってもらえたらと願っています。

第５０号

広報

↑折り紙つるし飾り
作：後藤 美智子さん

センター窓口とホールの様子
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マスクを着用しよう

各部会・委員会より

防災防犯 文化教育

人  権

○「実践発表のつどい」２月２０日(土)

  一年間の活動成果の報告の場として毎

年開催しています。後日発行される人権

だより「たまが和」にも活動内容掲載し

ますので、ぜひご覧ください。

★子ども体験合校

○ 1 月 4 日に予定していました子ども体験合

校「書き初め」は定員いっぱいの申し込みが

ありましたが、年末の新型コロナウイルス感

染拡大を受け、急遽中止としました。

○ 今年度は１４名の部会員で 5 回の部会・実

行委員会を重ねてきました。新型コロナウイ

ルスの影響で活動の難しい中、7 月 4 日の

「防災体験学習」と、１１月 7 日の「もちつ

き体験」は実施することができました。

非常用トイレの組立部会員（他２名）

○ 年間を通して「花いっぱい運動」を実施し

ています。毎年、部会員が南草津駅前の花壇

の花の植え替えや管理、各町内会へ季節の花

のプランターを配布しています。今年度は、

さらに花いっぱいにしようと、学区内のこど

も園にも配布しました。

○ 2 月１０日に、南草津駅前交番の高橋所長

と志津交番の田中所長を講師にお迎えし、「防

犯講座」を予定していましたが、近隣府県で

非常事態宣言が継続するなど、新型コロナウ

イルスの感染拡大を危惧して中止としまし

た。

○ 今年度は１０人の部会員で 6 月以降合計７

回の部会を行いました。コロナウイルスの影

響で大きな行事が出来ない中、地域の防災に

役立つよう、部会の中で避難所運営訓練や非

常用トイレ・ダンボールベッドの

組立訓練など、様々な学習を重ね

ました。

ローレルコート南草津         南草津駅前花壇

この看板が目印↓

まち環境

○「玉川の遺跡と萩を学ぶ‼」講演会

  １１月２８日（土）新宮会館で開催しまし

た。講師に藤居朗様（草津市教育委員会歴史

文化財課）をお迎えし、「野路周辺の古代から

中世への移り変わり」

を中心にお話していた

だきました。

健昻(すこやか)

遺跡と萩を利用した地域まちおこし復活事業

実行委員（他 6 名）

防災体験学習

もちつき体験

○「玉川学区まちづくりアンケート

調査結果報告書が完成！」

  ご協力いただきありがとうございました。

皆さまからいただいた声を大切にするため、

         学区内４町内会長様に提言

させていただきました。報

告書はセンターにて閲覧で

きます。
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手指の消毒をしよう

地域より

野路町内会

桜ヶ丘町内会

桜ヶ丘農園同好会のメ

ンバーが、収穫した新鮮

野菜（白菜と大根）を県が

支援する「子ども食堂」に

寄付しました。

発案者の桜ヶ丘農園同好会

川越さんと服部さん

同好会のみなさんも収穫のお手伝

いに来られました。

現在、桜ヶ丘にお住

いの３５名の方が同好

会に所属し、活動され

ています。

桜ヶ丘にお住いの方

で興味のある方は、「桜

ヶ丘町内会」HPに掲載

の連絡先までお気軽に

問合せください。

獲れたて野菜を「こども食堂」へ！

○「文化財防火訓練」

1月２４日（日）に自衛消防隊・町役員・氏子総代

の皆さん合計４３名の参加のもと、新宮神社で実

施しました。今年はコロナ禍で縮小した形（放水

銃による放水、ホース延長

訓練）の実施となりました。

○「のじのじカフェ フードバンク」

1 月２５日（月）に新宮会館にて開催しました。コ

ロナ禍で生活苦の学生を支援しようと、学区住民

でもある立命館大学の佐藤卓利教授の呼びかけ

で実現しました。

この日は４７名の学生たちがとても有りがたい

と好きな食品を持ち帰りました。

～次回、第２回のじのじカフェ フードバンク～

    ３月２２日（月）13：30～1５：０0

ご家庭で余った食品などの提供をお願いしま

す。（米、野菜、乾麺、乾物、缶詰、レトルト食品、イ

ンスタント食品など）

▷問合せ先：野路区事務所

      TEL：077-564-0644

○「のじのじカフェ １周年記念」

  新宮会館で毎週月、木曜日の 11 時

から 16 時に地域住民の憩いの場とし

て、立命館大学とのコラボでカフェを

オープンして 1 周年を迎えました。

コロナ禍で少しでも皆さんが笑顔になればと、

２月１１日（木）に餅つきが行われ、カフェを訪れ

たお客様に美味しいお茶と一緒にふるまわれま

した。

ボランティアスタッフのみなさん

○「除菌水（次亜塩素酸水）生成器あります」

  まだまだコロナウイルスと共に生活を強い

られる日々が続きそうです。野路区事務所では

次亜塩素酸水生成器が大活躍しています。無料

提供していますので、学区内の皆さんお越しく

ださい。

▷詳細は野路区事務所まで

  TEL：077-564-0644

☆おめでとうございます☆

「第１６回青少年俳句大会」 優秀作品

夏の海コロナが広がり入れない

玉川小学校５年

前野弘晶さん

（応募投句 5，803 句）
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換気をしよう

センター利用者様を対象にアンケートを実施しました。ご協力いただきました皆様ありがとうござい

ました。（アンケート実施期間：令和２年 11 月 16 日～12 月 19 日 回答者総数 65 名）

【その他ご意見】

・駐車場の出入口が狭く、夜間も暗いのでミラーや電灯をつけてほしい。

・駐車場が狭い、駐車の枠を増やしてほしい。

・トイレが狭い。

・草津市指定ごみ袋を扱ってほしい。

・エアコンを入れ替えてほしい。

・同和講座等が減っている。

・手続き等の処理を電子化すれば職員の仕事も軽減すると思う。
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手洗いをしよう

＊新型コロナウイルス感染拡大予防対策をとりながら開催しますが、感染拡大状況によっては中止になる場合があります。

中止について不明なときは、HP でのご確認またはセンターまでお問合せください。

健幸フェスタ in 玉川

会場：玉川まちづくりセンター月 日（土）

集合場所：JR 南草津駅 東口交番前

＊スタッフが旗を持って待っています♪

参 加 費：５０円（保険代）

＊集合場所にて徴収します。

服  装：歩きやすい服装、履きなれた靴、帽子、マスク

持 ち 物：JR 代（南草津～膳所 200 円）、弁当、飲み物、雨具、防寒着、汗ふきタオル、

レジャーシート（必要な方）、

◇小学生以下の方は保護者同伴での参加をお願いします。

健幸ウォーク
月 日（土）

時 間：９：３０～１４：００頃（集合）９：００～９：１５

主催：玉川まちづくりセンター

協  力：草津市スポーツ推進委員/玉川学区体育振興会

問合せ先：玉川まちづくりセンター（担当）石垣

要予約・無料

第 1 部 10：00～11：00 申込先着８名
第 2 部 11：30～12：30 申込先着８名

○場 所○ ２階大会議室
○対象者○ 草津市在住の方
    ＊妊娠中の方、小学生未満の方はご遠慮ください。
○持ち物○ ヨガマット(お持ちでない方はバスタオル)、

マスク、飲み物、動きやすい服装、
汗ふきタオル

○講 師○ インストラクター 太田 ひとみ 先生

第 1 部 13：45～14：45 申込先着８名
第 2 部 15：00～16：00 申込先着８名

○場 所○ ２階大会議室
○対象者○ 草津市在住の１８歳以上の方
○ ○ マスク、飲み物、室内用運動靴、
      汗ふきタオル
○内 容○
・フィットネスバイク・ステッパー
・乗馬フィットネス機器・電動ウォーカー
・DVD を見ながらマットの上でストレッチ運動

など

要予約・無料

心も身体も
健幸に♪

全身及び左右腕・脚の脂肪率・筋肉量・
筋肉率・基礎代謝量・推定骨量など、身体
を構成する体組成を測定します。
測定時間１人約１０秒！

○時 間○ 9：00～17：00
○場 所○ １階たまルーム

予約不要・無料

■申 込 方 法■ センター窓口またはお電話で♪
■申込み・問合せ先■ 玉川まちづくりセンター（野路 9-7-42） 担当：(ヨガ)西田・(ジム)吉賀

TEL：077-564-0189（8:30~17:15 日祝除く）

申込開始▷３月１日(月)から

行 程：JR 膳所駅～義仲寺～膳所城址公園～近江大橋
～新浜三ツ池児童公園～老上まちづくりセンター～JR 南草津駅

申込不要
＊直接、集合場所へ

お越しください。

＊当日 7：00 時点の

NHK 天気予報（滋賀県

南部）で午前中降水確率

が 60％以上の場合は、

中止します。小雨決行。

ご不明な場合は 8：30

以降にセンターまでお

問合せください。
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人と人との距離をあけよう

学校・園からお知らせ

玉川中学校

３月１３日(土) 卒業証書授与式

３月２４日(水) 修了式

玉川小学校

３月１９日(金) 卒業証書授与式

３月２４日(水) 修了式

玉川こども園

３月１８日(木) 修了証書授与式

３月２４日(水) ３学期おわりの会

ののみちこども園

３月１２日(金) ３学期終園式

３月１３日(土) 卒園式

さくらがおかこども園

３月１３日(土) 卒園式

３月２４日(水) ３学期終業式

TAM ランド野路こども園

３月１９日(金) １号認定修了式

３月２０日(土) 卒園式

３月２９日(月) ２号認定修了式

TAM ランド野路つぼみ園

３月２９日(月) お別れ会

立命館大学 BKC

３月２２日(月) 卒業式

お知らせ・案内

●遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議

令和３年度評議委員会

日時：４月２２日(木) 19:00

場所：玉川まちづくりセンター大会議室

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により、事業が中止

または変更になる場合があります。

令和３年度狂犬病予防接種

日時：４月 ８日(木) 14:50～15:20

    ５月１０日(月) 11:40～12:00

場所：玉川まちづくりセンター

駐車場

☆各自、新型コロナウイルス感染予防

対策をして、ご参加ください。

子育て応援します♪ 玉川 子育てサロン

● ３月 ８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）

● ３月１５日（月）予約制/申込先着親子５組
お母さんたちの交流

時 間：10:00～11:30

場 所：玉川まちづくりセンター

     3/8 大会議室 ・ 3/15 和室

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）

お母さんたちの交流の場♪
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

☆参加費無料☆

☆申込開始：３/１(月)から☆

2021 年度
玉川やすらぎ学級

玉川まちづくりセンターでは、高齢者
の仲間づくりや生きがいづくりを応援す

るために「玉川やすらぎ学級」を開講し

ています。
詳細は別途ご案内します。申込は 4月からの予定

です。2021年度の受講生をお待ちしています。

○対象者○草津市在住在勤の６０歳以上の方
○受講料○年間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。

○場 所○玉川まちづくりセンター

・グループ活動
卓球、詩吟、折り紙、グラウンドゴルフなど

上記のいずれかのグループ(複数可)に所属して

活動できます。

草津市人権擁護推進協議会委員

[任期：令和３年１月 1 日から
令和５年６月２３日まで]

奥 井  照 夫 様


