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第３９号 

玉川学区（９月３０日現在） 
人口 11,928 人  世帯数 6,091 世帯 

男 6,374 人  女 5,554 人 
 

 

広 報 

野山の木々も色づき始め、秋本番の季節を迎えました。朝夕の冷え込みは、日中との寒暖差を感じ、
日々の天気の変化に衣服の調節に戸惑うばかりです。 
１１月も学区内では行事がたくさんあり多忙な中にも楽しい季節です。体調管理がものをいう季節だか

らこそ、しっかりコントロールしてこの寒暖差を乗り切りましょう。 
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平成３０年度 玉川学区 

玉川小学校 

１１．２５ 日 

９：３０～１２：００ 

危機管理！ 

自助 

共に 
助ける 

この避難訓練はあなたが参加することで完成する！ 

自分の身を守る 

大切な 

命を 

守るために 

 野路町 

◆◆主な訓練内容◆◆ 

＊ シェイクアウト訓練 

＊ 初期消火・消火実技訓練 

＊ 救急・救護訓練 
 
※訓練中に、消防団による一斉放水を実施します。 

その他にも、災害工具扱い（チェーンソー、エンジンカッター、バール、のこぎり、ジャッキ）訓練や、炊き出し訓練、 
体験・展示コーナー（ダンボールベッド、トイレ組み立て、車イス体験、担架搬送体験、煙中体験）があります。 

詳細はポスター・チラシをご覧ください。 

・緊急地震速報の訓練放送に合わせ、その場で身を守る行動をとる訓練 

・初期段階の火災に対して実際に消火器を使用・バケツリレー訓練 

・心肺蘇生法の訓練や AEDの取扱訓練 

 

◆ のじフェスタ １１月１０日（土）10：00～START！ 

各種模擬店やゲーム・バザー、野路保育園６９年の歴
史を振り返る写真展、アンディ先生と英語で遊ぼう等
盛りだくさんの内容で開催します。 
みなさん是非遊びにきてください。 

場 所：野路保育園・園庭及び蓮池グラウンド 
模擬店：からあげ、ポテト、カレー、うどん、おでん、

おにぎり、クレープ、わたがし、ポン菓子、ゲ
ーム・バザー（全て現金販売） 

アンディ先生と英語で遊ぼう！ 
    第 1 部 10：20～10：35 
    第 2 部 10：45～11：00 
    第 3 部 11：00～11：25 
 

各回約２５名 10：00～整理券配布します。 

桜ヶ丘 

◆ 桜ヶ丘ふれあい講演会を開催します！ 

町内会会員相互のコミュニケーションをさらに高
めるために今年度新たに実施します。 
毎回講師より話題を提供してもらいそれに対して

意見交換するものです。今年度の受講募集は終了し
ましたが、今後ゲストスピーカーをやってみようと 
思われる桜ヶ丘町内会
員の方は、自薦・他薦を
問いませんので、町内会
まで申し出てください。 

第１回  消えゆく民具の保存と伝承 
第２回  ある創業者に教えられたこと 
第３回  コーチングによるコミュニケーションの向上 
第４回  病気予防―病原菌の殺菌と消毒 
第５回  これからの地域と大学との連携について 

～今年度講演会テーマ～ 

※詳細は桜ヶ丘町内会HPに掲載しています。 

町内学習懇談会に参加しよう！ 
 

各町内会では、下記の日程で開催します。少し立ち止

まって、自分を振り返ってみませんか？ 

各町内の同和教育推進委員の方々は、町内学習懇談会

に向けて研修を重ね、楽しく学ぶにはどのような進め方

をすればよいかを考えています。 

みなさまの参加をお待ちしています！ 

町内学習懇談会 日程 
・野路町内会  
１２月 ４日（火）１９：００ 新宮会館 2階 

・野路小林町内会 
 １１月２４日（土）１９：３０ 野路小林自治会館 
・桜ケ丘町内会 
 １１月１７日（土）１９：３０ 桜ケ丘自治会館 
・ローレルコート南草津町内会（終了） 
 １０月２１日（日）１７：００ ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津 2 階会議室 

↑町内学習懇談会事前研修＆人権講座 

↑県外研修 人権フィールドワーク 
～西陣コース～ 
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写真 

９月２４日（月・振休）玉川小学校体育館にて３２５名参加のもと開催しました。 
 アトラクションでは幼稚園・保育園児によるダンスや体操、小学生による演奏や作文発表に盛んに拍手をおく
りました。玉川中学校吹奏楽部の演奏に感動し、地域の団体による銭太鼓、健康体操や玉川ストレッチ体操では、
手や体を動かし元気な姿をみることができました。 
 大正琴の演奏に合わせて昔懐かしい歌を元気いっぱい唄いました。 
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野路芋プロジェクト 

 今年もたくさんの野路芋が
収穫できました。 
 その野路芋を使って、「メン
ズ・スタイル MINAKUSA キ
ッチン」が男の料理教室を行
いました。 
 しっとりとして 
甘みがあるのでふ 
かすだけでも十分 
美味しかったです。 
  

メンズ・スタイル MINAKUSA キッチン 
みなくさまつりボランティアスタッフ募集！ 

１１月１８日（日）みなくさまつり玉川ブースを
盛り上げ支えてくださる方を募集します。お気軽に
センターまでお問合せください。 

  
今年度、玉川学区まち

づくり協議会では、豚
汁・うどん・野路芋を販
売します♪ 
多数のご参加お待ち

しています。 

地域ポイント制度対象事業 

～MENU～ 
・野路芋ご飯 

 ・かき揚げ 
・大福 
・大学イモ 
・ふかしいも 

２０１８年１１月２６日 OPEN! 
玉川まちづくりセンター内 

コミュニティールームの愛称を募集！！ 

 

募集期間…平成３０年１１月１日（木）～ 
             １１月２０日（火） 
応募資格…玉川学区に在住・在勤の方 
※詳細はチラシをご覧ください。 
 

健康づくりをテーマとしたコミュニティーの場を
設けることにより、センター利用者はもちろん、利用
者以外の方々にも気軽に立ち寄っていただくことを
目的としたコミュニティールームを OPEN します。 
 多くの皆様に親しみを持っていただけるような愛
称を募集します。 
 

篆

１０月１２日～２７日の期間に自主教室
「楽篆会」さんの作品をセンター入口に展示
しました。利用者の方々は足を止め、熱心に
作品ひとつひとつに見入っておられました。 

 １２月８日（土）１３：００～ 

 自主教室とセンター利用者の皆さんにご協力いただ
きセンターの大掃除を行います。 
 平成最後の大掃除！皆さんご協力をお願いいたしま
す。詳細は後日お知らせします。 

 コミュニティールーム内
に、みなさまの表現の場とし
て「作品展示コーナー」を設
けます。 
 絵画、手芸、イラスト、書
や写真、造形などの作品を募
集しています。 
 お問合せはセンターまで。 

「メンズ・スタイルMINAKUSA キッチン」 

次回日時：平成 30年１２月８日（土） 
            9：30～12：00 
場  所：フェリエ南草津 
メニュー：フライドチキンなどクリスマスメニュー 
申込方法：mens3793k@yahoo.co.jpまで 

 

mailto:mens3793k@yahoo.co.jp
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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。 

卓愛会リベラル 

 

健康で楽しい、うるおいのある日々を過ごすた
めの集いです。 
スポーツ（卓球）を通じて、コミュニケーショ

ンを図り、みんなで楽しみましょう。 

＊毎週月曜日（月４回） 

＊13：00～16：00 

＊現会員数２０名 

 

◎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♪ 

１１月 ５日（月） 親子で一緒に歌いましょう 
百合華くらぶ 

 
１２月１７日（月） お楽しみ会（クリスマス会） 

 
〈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） 

 

歌声倶楽部ケセラセラ 

ハーモニカの演奏に合わせ、童謡、唱歌、ナ
ツメロ等の思い出の歌や最近心にひびいた歌
なども取り入れ唄う会です。 
各年代に唄われた歌と出来事を思い起こし

ながら会話も弾み、あの日あの時の自分に戻
れる一時です。「お腹の底から大きな声を出し
て唄う会」月に一度の出会いをみんな楽しみ
にしています。 

 
 

＊毎月第１月曜日 

＊10：00～11：30 

＊現会員数 25 名 

＊会費：1,000 円/ 
6 カ月 

玉川幼稚園 

 １２月 ７日（金） リズム発表会 
 １２月１２日（水） もちつき（予定） 

野路保育園 

 １１月１０日（土） のじフェスタ 

さくらがおかこども園 

 １１月１０日（土） グリーンフェスタ 

玉川小学校 

 １１月 ２日（金） 萩まつり振替休日 
 １１月２９日（木）～３０日（金） 修学旅行 

玉川中学校 

 １１月１４日（水） つながり学習発表会 
 
立命館大学 びわこ・くさつキャンパス  
 １１月２５日（日） 学園祭 
 

お知らせ（募集・案内） 

● 家庭介護講座 
 日時：１１月 ６日（火）14：00～15：30 
場所：玉川まちづくりセンター 

● 災害図上訓練 
日時：１１月１０日（土）19：00～21：00 
場所：南消防署 

● 玉川健幸ウォーク 
日時：１１月１３日（火） ９：３0～15：00 
詳細はチラシをご覧ください。 

● みなくさまつり 
   日時：１１月 18 日（日） 
   場所：南草津駅西口 
● チャレンジスポーツデー 

日時：１１月２３日（金・祝） 
場所：玉川小学校運動場、体育館 

● 玉川学区避難誘導訓練 
日時：１１月２５日（日） 
場所：玉川小学校 

● センタークリーン活動 
日時：１２月 8 日（土）13：00～ 
場所：玉川まちづくりセンター 

 

各町内会高齢者ふれあいサロン開催日程 

◇ 野路町      ２月１６日（土） 

◇ 野路小林町   １２月 ９日（日） 

◇ 桜ヶ丘     １２月 ２日（日） 

◇ ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津  １２月２４日（月・振休） 

 

 

（平成３１年） 


