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第４０号 

玉川学区（１０月３１日現在） 
人口 11,9１５人  世帯数 6,09４世帯 

男 6,37９人  女 5,5３６人 
 

 

広報 

戌
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自ら考え判断し行動できる力や、他者への思いやり、協調する心を育てるために、 

玉川子ども体験合校を年に５～６回開催しています。 

２０１８玉川萩まつり 

１０月２８日（土）に開催されました「玉川萩まつり」では、３，０００人を超える方々にご参
加いただきありがとうございました。今年は天気にも恵まれ絶好のまつり日和となりました。 
 また、前日準備から当日の運営にあたり、各種団体、町内会のみなさんにご協力をいただきまし
たこと、お礼申しあげます。                玉川萩まつり実行委員会 

 

６月「ライフサイエンス～科学実験を楽しもう！」 
７月「防災学習体験」 

夏休み 

「ふれあい交流体験」 

１１月「ジュニア防災リーダー」 

として玉川学区避難誘導訓練に参加♪ 

１２/１５（土）もちつき大会＆昔あそび 
 １/ ５（土）書き初め体験 
 １/２６（土）異文化交流体験 

◇今後の予定◇ 

センター自主教室の 

みなさんと体験交流会

をしました♪ 

すこやかセミナー第３講を開催します！！ 

日時：平成３１年１月２４日（木） 
１９:３０～２１:００ 

場所：玉川まちづくりセンター大会議室 

演題：地域とつながる～こどもたちへの 
理解と家庭支援から考える～ 
 

講師：思春期保健相談士・元教員  
   脇野 千恵さん 

主催：玉川学区青少年育成区民会議 
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リズムに合わせて演歌ビクス♪ 

「演歌」＋「エアロビクス」＝「演歌ビクス」 
馴染みの演歌に合わせて楽しく身体を動かしまし
ょう！ 
無理なく簡単にできる体操です。お気軽にご参加く
ださい。 

日 時： 平成３１年２月１８日（月） 

１３:３０～１５:００ 

場 所： 玉川まちづくりセンター大会議室 

対 象： 学区内に在住の６０歳以上の方 

参加費： 無料 

主 催： 玉川まちづくりセンターやすらぎ学級 

玉川学区まちづくり協議会 健昂委員会 

 

※事前にお申し込みが必要です。 

＊１月初旬に配布予定のチラシを 

ご覧の上、お申込みください。 

玉川学区避難誘導訓練を実施！ みなくさまつり 

１１月２５日（日）玉川小学校グラウンド（広域避難
場所）にて、約６５０名参加のもと実施しました。 
今年度は一次避難場所において住民の安否確認を実

施しました。 
参加者は防災体験訓練に積極的に参加し、防災意識と

技能向上に努め災害に強い安全・安心な地域づくりにつ
ながる訓練をめざしました。 

ニュースポーツ大会結果！！ 

１１月１８日（日）
玉川学区ブースでは、
豚汁・うどん・お茶の
販売をしました。 
他に野路芋、綿菓子

の販売や、萩のリース
作り体験も行い大盛
況のうちに完売しま
した。 

 

チャレンジスポーツデー 

身近な秋見～つけた 

１１月２３日（祝・金）２３０名の参加者が玉
川小学校に集まりニュースポーツを楽しみまし
た。各競技の結果は次のとおりです。 
世代間を超えて親睦を深めることができまし

た。 

 

 

ペタンク グラウンドゴルフ 

ビーチボール 
バレー 
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 野路町 

◆ のじフェスタ １１/１０（土）盛大に開催！！ 

桜ケ丘 

◆ 『共存の森』で学ぶ環境学習をおこないました。 

大津絵は大津で描かれ、東海道を往来する旅人の
土産物や護符として人気を集めました。 
大津が生んだ江戸時代のキャラクターが大集合！ 

『たまルーム』に決定！！ 

受 賞 
おめでとうございます！！ 

滋賀県防犯功労者    中野 道昭さん 

滋賀県少年補導功労者  髙畑 直美さん 

草津市市政功労者賞（団体） 

  桜プロジェクト-われら活動隊の皆さん 

野路地区のみな様に支えられ、69 年の歴史を築い
てきた「野路保育園」は今年度を以って閉じ、来年度
から新たな体制でスタートです。 
たくさんの思い出をみな様と分かち合い、感謝の気

持ちを込めての、野路保育園ラストイヤー“のじフェ
スタ”は盛況でした。 
 

『大津絵』  野路町 渡邉 時秀 さん 

１２月１日（土）、町内会、桜プロジェクト、子ども
会三者共催で、パナソニック様にご協力いただき、ア
プライアンス（株）草津工場内の「共存の森」等で身
近な自然の中の生物多様性について学んできました。 
 

◆ 『やきいもパーティー交流会』 

１１月２９日（木）桜ヶ丘中央公園にて、町内会、
チェリーキッズ（子育てサロン）、熟年会のみなさんと
さくらがおかこども園の園児たちとの交流会「やきい
もパーティー」が開催されました。 

 
 

玉川にイルミネーションを！！イルミネーションの
あたたかい光で皆様の心も暖かくなりますように…！ 

日時：１２月１３日（木）～ 
       １月末頃まで 
      16:30～19:00 
場所：玉川まちづくりセンター 
   駐車場 
 

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。展示場所は、「たまルーム」もしく
は、階段壁面になります。 
お問合わせはセンターまで。 

人が溜まる健康と和（なごみ）の空間 

 

ご家庭で使わなくなったイルミ
ネーションがあれば、センターに
お持ちください。 

さくらがおか

こども園の畑で

とれたおいも♪

とっても美味し

かったです。 

イメージ 

◎下記の測定器お使いい
ただけます。 

・体組成計 
・上腕血圧計 
・血中酸素飽和測定器 
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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。 

 

◎順次、自主教室サークルを紹介していきます。 

１２月１７日（月）お楽しみ会（クリスマス会） 
 
 
 
 
 １月 ７日（月）元気いっぱい！３B体操 
  
 ２月 ４日（月）笑顔いっぱい！笑いヨガ 

 
〈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） 

 

はもーる・フェリーチェ 

玉幼・玉小・玉中２学期終業式→１２月２１日（金）

玉幼・玉小・玉中３学期始業式→ １月 ７日（月） 

●野路保育園 ●さくらがおかこども園 

 １２月２１日（金） 終業式 
  １月 ７日（月） 始業式 

●玉川小学校 

 １２月１９日（水） 引き渡し訓練（※） 

お知らせ（募集・案内） 

● ２０１９元旦歩こう会 
   日 時：１月１日（火）10:30～12:00頃 
   時 間：10:15集合 
   場 所：玉川小学校グラウンド出発 

（詳細は別途案内いたします） 
 
● 第５回玉川子ども体験合校 「書き初め体験」 

 日 時：１月５日（土）１部 13:30～14:30 
            ２部 15:00～16:00 
場 所：玉川まちづくりセンター 

（申し込みは終了いたしました。） 
 
● 文化財防火「路上訓練」 
   日 時：１月２０日（日）10:00～ 
   場 所：新宮神社他 
 
● グラウンドゴルフ（冬） 
   日 時：１月２２日（火）９:００～ 
   場 所：蓮池グラウンド 
 
● すこやかセミナー第３講 

日 時：１月２４日（木）19:30～21:00 
場 所：玉川まちづくりセンター 
  （詳細は本紙 P3の案内をご覧ください） 
 

● 第６回玉川子ども体験合校 「異文化交流体験」 
日 時：１月２６日（土） 9:30～11:30 
場 所：玉川まちづくりセンター 

（詳細は別途案内いたします） 
 

● 市長とまちづくりトーク 
   日 時：２月４日（月）19:30～21:00 
   場 所：玉川まちづくりセンター 

センター年末年始のお知らせ 

年末は１２月２８日（金）まで、 

年始は１月４日（金）から 

通常業務を行います。 

来年もよろしくお願いいたします。 

歌あり劇あり♪ 
サンタさんも来る？かも…♪ 

 

平成１０年秋の発足以来、４０～８０代の仲間が
週に一度集まっています。３つのパートがハモった
時の音の重なりが何とも言えない心地良さで今日ま
で続けてきました。 
 経験がなくてもかまいません。「ハモる楽しさ」っ
てどんなの？と思われた方、いつでもお気軽に体験
しに来てください。 

 １２月８日（土）自主教室とセンター

利用者の皆さんのご協力によりセンタ

ーの大掃除が行われ、大変綺麗になりま

した。ありがとうございました。 

※学校で緊急事態が発生した際に、児童を保護者または代理人

に速やかに安全に引き渡すための訓練です。 

＊毎週月曜日（月４回） 
＊13:00～15:30 
＊現会員数１４名 
＊会費：３，000円/月 


