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「まち協ニュース」から「広報 玉川」に変更しました。多くの方に手に取って読まれる広報紙を目指します。 
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第３７号 

太陽の日差しも強くなり、
水遊びが楽しい季節となって
きました。 
待ちに待ったプール開き、

子どもたちの楽しそうな表情
が見られます。 
先生の注意をよく聞いて、

事故の無いように存分に夏を
楽しんでください。 

玉川学区（5 月３１日現在） 
人口 11,853 人  世帯数 6,031 世帯 

男 6,323 人  女 5,530 人 
 

 

５月１７日（木）に玉川小学校１年
生児童と玉川幼稚園園児たちが、サツ
マイモの苗植えをしました。 

秋にサツマイモがいっぱいとれるの
が楽しみですね。 

玉川小学校でプール開き！ 

地域の人に植え方を 

教えていただきました。 
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めざそう！環境先進学区 

←平成３０年度 
玉川学区まちづくり協議会 
環境・景観部会員のみなさん 

◇野路小林町◇ 

 

６月１７日（日）梅雨の晴れ間を利用して、桜並木の土手、
はさま公園、小林児童遊園の一斉草刈りを約５０名の町民で
実施しました。 
土手の草刈りは、十禅寺川の道路拡幅工事により今回が最

後になるかも…。長年にわたりきれいにしてきた思いを込め
丁寧に実施し、見違えるほどスッキリしました。 

◇ローレルコート南草津◇ 

５月２７日（日）に４１名の
参加のもとゴミゼロ活動（530
活動）を実施しました。 
マンション周辺と駅前ロータ

リーを、３班に分かれてゴミを
拾い、残りの１班は植え込みの
カットと草引きを中心に清掃活
動をしました。 

今年度は６月に２週にわけて野路南交差点
付近の花壇を整備しています。 
環境・景観部会が花壇整備を始めて５年が

経過し花壇の土の入れ替えも行いました。不
要になった土で周囲の植え込みの凹み部分を
埋め戻したので通行者の危険も減ったと思い
ます。 
夏場は花壇の水やりも大変ですが、きれい

な花を皆さんに見てもらえるように頑張りま
す。 

サマーガーデニング 

５月に第６回目となるグリ
ーンカーテン植え方講習会を
開催しました。 
県立湖南農業高校の松本浩

先生を講師に迎え、グリーン
カーテンの植え方、土や肥料
の選び方、配水、支柱、ネット
の張り方などわかり易く教え
てもらいました。 
参加者にはゴーヤとキュウ

リの苗をお配りしたので、各
家庭で快適な夏を送ってもら
いたいと思います。 

 

グリーンカーテン植え方講習会 

玉川小学校の児童たちがペットボトルの
キャップを回収し、障害者支援のお手伝いを
しています。環境・景観部会も、玉川学区内
に回収箱を６個設置して回収の協力をして
います。集まったキャップは玉川小学校へ運
び、小学校から社会福祉協議会経由で障害者
作業所に渡されます。 

リサイクル応援！ 
ペットボトルキャップ回収 

環境学習 

・玉川まちづくりセンター 
・野路区事務所 
・ローレルコート南草津 
・野路小林町自治会館 
・アメニティ南草津Ⅴ 
・アメニティ南草津Ⅷ 

約４１年ぶりに全面的に建て替えられた草津市立クリーンセンター
を見学しました。 
ビデオで施設概要を確認し、熱回収施設やリサイクル施設の処理方

法について説明を受け、最新の施設での回収ごみの分別処理、焼却状
況などを見学しました。 
草津市では食品ロス削減と健康づくりを加えた『３０１０運動＋（プ

ラス）（宴会の最初の３０分と最後の１０分は自分の席で料理を食べよ
う） 』を推進しているそうです。「食べ物は命」とも言われること
を認識し、食品ロスを真剣に考えなければなりません。 
「資源は有限・使用（リサイクル）は無限」であることも大切なテ

ーマであり、循環型社会形成の拠点として位置づけされたクリーンセ
ンターの見学は、非常に意義のあるものでした。 

 
 

環境クリーン活動 

学区内にある花壇の整備や、センターでプランターで
花を育てたり、ゴーヤとキュウリのグリーンカーテンを
育てて省エネにも貢献しています。 
センターのクリーン活動にも参加し、植え込みの剪定

などを行います。 

 

夢と希望に満ちた
環境先進地をめざし
ます！ 

「530（ゴミゼロ）運動」は緑豊かできれいな地球を次世代に
残すことを目的に、豊橋市から全国に広がった環境美化活動。 

【環境・景観部会】 特集 
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野路町 

８/１１（土） 

野路小林町 

７/２９（日） 

桜ヶ丘町 

８/４（土） 

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津 

（模擬店）   17：30～20：00 

（たのしいゆうべ） 18：00～20：30 

桜ヶ丘中央公園 

野路はす池グラウンド 

18：00～2１：00 

 

玉中吹奏楽部の演奏や銭太鼓などのステージ
発表、各種模擬店、ちびっこに大人気のゲーム
コーナー、「桜ヶ丘音頭」で盆踊り、フィナーレ
は、お楽しみ抽選会（町内住民のみ）と、盛り
だくさんの内容で今年も盛り上がること間違い
なし！午前中は、本神輿・子ども神輿が町内を
巡行しますので、お楽しみに♪ 

夕暮れと共に町内の皆さんが三々五々集ま
り、カラオケやビール等を楽しみながら和気あ
いあいと親睦をはかっています。 
模擬店も焼き鳥、焼きそば、スイカ等、子ど

も向きも盛りだくさん用意しています。 
最後には福引き（町内申込者のみ）も行い盛

り上がりますので、是非参加してください。 
 

野路小林児童遊園 

８/２６（日） 1０：００～ 

ローレルコート南草津 
 エントランスホール 

ローレルコート南草津町内会のイベントの一
つである夏祭りは、たくさんの参加者で大変盛り
上がります。 
マンションのエントランスホールで実施され

るので、雨の日でも開催できるのがメリットで
す。 
ホールでは模擬店や催し物があり、２階集会室

等では子どもたちを対象にした小物作りや、バル
ーンアートの実施もあり、楽しみながらマンショ
ン内のコミュニケーションを図っています。 

18：00～2１：00 

 野路町の夏まつり「野路サマーフェスティバ
ル」を町民のみなさんの参加のもと開催します。 
 立命館ヒップホップ（ダンス）、津軽三味線演
奏、各種団体の模擬店、お楽しみ抽選会（町内
申込者のみ）、「大輪の花火」を予定しています。 
 楽しい納涼の夕べに町民はもとより地域の皆
様方のご来場をお待ちしています。 
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玉川まちづくりセンターは 

２０１８年７月１日から 
 

 

 

 

 

敷地内禁煙となりました。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

受動喫煙のないまち 

“玉川”を目指して 

 

センター敷地周辺の歩道での喫煙も、
より良い環境づくりのため、敷地内と同
様に禁煙へのご協力をお願いします。 

 

昭和５９年に竣工した当施設。老朽化は否めません。
傷みも激しく不便な施設です。大規模な改修も順番待 
ちの状況です。そんな当施設ですが、先日利用者の方 
から「センターに飾ってください」と綺麗なお花をい 
ただきました。 
 いつもは暗いセンター玄関がとっても明るくなりまし
た。 
 

「防災科学技術研究所  

 兵庫耐震工学研究センター」 

平成３０年度 開催日決定！ 

詳細は別途案内

いたします。 

 

１９９５年の阪神・淡路大震災を契機に今まで
の耐震性の評価方法の見直しが必要不可欠とな
り、その手法の一つとして構造物の破壊過程を調
べることが重要となりました。 
そのためのデータを取得するための実験施設と

して「実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフ
ェンス）」が建設されました。 
 最大の特徴は実物大の構造物を破壊させること
ができるというもの。 
 今回、その施設に玉川学区まちづくり協議会役
員２２名が研修に行ってきました。 

防災・防犯部会 

２０１８玉川萩まつり フリーコーナー出店募集 

日 時 ：１０月２７日（土）９：００～１４：００ 
場 所 ：玉川小学校 運動場 
締 切 ：７月２７日（金） 
申込先 ：玉川まちづくりセンター(TEL:564-0189) 
     担当：影岡 

実物大での実験が可能な国内で唯一の施設であ
ることを参加して初めて知りました。普段ＴＶの
コマーシャルで何気なく見ていた実物大建物の耐
震実験、破壊実験などは全てここで行われたとの
こと。数か月かけて６階建てに匹敵する空間内に
おいて実験が行われ、一回の実験にかかる費用は
数百万円とのことです。 

 
 

～参加者の感想～ 

得られたデータを、今後の住宅や公共施設の設 
計に役立ててほしいですね。 
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学校・園・地域からのお知らせ 

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。 

きこり会 

 

木彫りの知識・技能の修得を通じて自己実現を
求めると共に、人と人との出会いを大切にし、よ
りよい地域文化の向上を目指すことを目的に活
動を行っています。 

＊第１、３水曜日 

＊9：00～12：00 

＊現会員数９名 

＊会費：２,000円/月 

◎順次、自主教室サークルを紹介していきます。 

子育て応援します♪ 

８月 ６日（月） 親子で楽しくストレッチ 
自彊術 
 

９月 ３日（月） 人形劇と健康のお話 
健康推進員 
 

〈主催〉玉川学区民生委員・児童委員協議会 

★ 玉川子育てサロン（時間：10:00～11:30） 

 

萩いきいき 

健康な生活を促進するために、８年前から
１００歳体操のＤＶＤ映像に合わせて体操を
行っています。 
初めての方でも気軽に参加いただけます。 

＊金曜日（月４回） 

＊10：00～11：30 

＊現会員数２０名 

＊会費：なし 

＊１学期終業式→７月２０日（金） 

（学区内幼・保・小・中学校） 

玉川幼稚園 

  ８月２７日（月） 始業式 
  ９月１４日（金） 祖父母参観 

野路保育園 

  ８月２１日（火） 地蔵まつり 
  ９月 ３日（月） 始業式 

さくらがおかこども園 

  ９月 ３日（月） 始業式 

玉川小学校 

  ８月２５日（土） ＰＴＡ環境整備作業 
  ８月２７日（月） 始業式 

玉川中学校 

  ８月２５日（土） PTA親子環境美化作業 
  ８月２７日（月） 始業式 
  ９月１１日（火） 玉中祭 文化の部 
  ９月２０日（木） 玉中祭 体育の部 

お知らせ（募集・案内） 

● 防災講座 

日時：７月１８日（水）１９：００～ 
場所：玉川まちづくりセンター 
講師：長手 務 氏（NPO 神戸の絆副代表） 
演題：「阪神淡路大震災を体験して」 

● 第３回玉川子ども体験合校ふれあい交流体験 

（詳細は別途案内） 

● 災害図上訓練 

日時：８月２５日（土）１９：００～ 
場所：玉川まちづくりセンター 

● すこやかセミナー 第２講 

日時：９月１４日（金）１９：３０～ 
場所：玉川まちづくりセンター 
講師：西村 実 氏（子育て＆教育アドバイザー） 
演題：「人間ってすばらしい」 
     ～子どもの見方・伸ばし方～ 

 

８月２５日（土）玉川中学校の 
ＰＴＡ親子環境美化作業に合わせて、 
玉川学区まちづくり協議会が協力し、 
中学校の通学路を綺麗にします。 
 地域（通学路）の良好な景観を形成す
ることを目的に地域住民とPTAが一緒
に行います。 
 
 

 

平成３０年度玉川学区まちづくり協議会事業計画は、
ホームページに掲載しています。 玉川学区まちづくり協議会 


