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第４１号 

玉川学区（12 月 31 日現在） 
人口 11,905 人  世帯数 6,078 世帯 

男 6,367 人  女 5,538 人 
 

 

広報 

書き初め体験 
玉川子ども体験合校 新年を迎え、地域の児童たちが書

き初めに臨み、三浦清舟先生の指導

をうけながら大きな字で力強く書き

上げました。 

 

 

 

 

作品は、センターで１月３１日ま

で展示しました。 

 

 

 

 

１２月１５日（土）玉川

小学校で開催された「もち

つき大会＆昔あそび体験」

では４０名の子どもたちが

参加し、地域の方々と一緒

に楽しい時間を過ごしまし

た。 

 

 

 

玉川子ども体験合校 

もちつき大会＆昔遊び体験 
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今年もやります！みんなで健幸になりマッスル!! 

 
（ます） 

３月1 日  ～２日 （金） （土） 

子どもから大人まで幅広い年代の参加者が楽しみながら健康について学び、知り、体験す

ることができるイベントです！みなさまのご参加お待ちしています。 

＊健幸測定会（9：30～16：00） 

＊味噌作り体験教室（14：00～15：30） 

 

 

 

＊骨健康度チェック 

＊体組成測定 

＊血圧測定 

＊血管年齢測定 

＊握力測定 

 

 

 

予約制 2/4～申込受付開始（先着順） 

当日参加 OK 

 ９：３０～１６：００ 

予約制 

当日参加 OK 

 

2/4～申込受付開始（先着順） 

＊薬膳料理教室（9：00～11：00） 

 

 

＊骨健康度チェック 

＊体組成測定 

＊血圧測定 

＊血管年齢測定 

＊握力測定 

 

 

 

その他 

＊健康講話と運動（腰痛体操など） 

＊１日限り！玉川まち協カフェオープン 

＊ハイパースポーツチャレンジ（お子様向け） 

＊まち協キッズダンス発表会 

＊ポン菓子プレゼント 

◇ ３/１（金）の主な内容 ◇ ◇ ３/２（土）の主な内容 ◇ 

場 所：玉川まちづくりセンター 

 

◇ 詳細は各ご家庭に配布されるチラシを
ご覧ください。 

 
◇ お問合せ＆お申込みはセンターまで。 

５６４－０１８９ 

玉川フライデージム 只今準備中！！ 

新元号にかわる２０１９年、 

ジム通いからセンター通いへチェンジ！しませんか。 

学区民の皆さんが、気軽に適度な運動ができるように、毎週金曜日の午後、

センター大会議室に健康器具を設置します。 

健康づくりのために、ぜひご活用ください。 

只今準備中です。３月中旬ごろ詳細をお知らせしますのでお楽しみに♪ 
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南草津未来防災フォーラム 

 

日 時：３月９日（土）１３:３０～１６:００頃 

場 所：フェリエ南草津５階 大会議室 

主 催：防災ひろば実行委員会 
    湖南広域消防局 南消防署 

テーマ：私たちのまち みなくさの地域防災をみんな
で一緒に考えよう！ 

基調講演：西原村社会福祉協議会  坂田誠子さん 
     湖南広域消防局南消防署 横江忠彦さん 

その他：パネルディスカッション、子どものための防
災学習コーナー等 

日 時：２月１５日（金）１９:００～２０:３０ 

場 所：玉川まちづくりセンター大会議室 

講 師：土田正雄さん（滋賀県地域防災アドバイザー） 

 

＊詳細は、チラシ等をご覧ください。 

防災・防犯部会 「防災講座」 

玉川イルミ（12 月 13 日～1 月２５日） 

イルミネーションのあたたかい光で地域のみなさんの心も暖かく
なりますように…という願いを込めて今年度初めてセンター入口と
駐車場にイルミネーションをしました。 

センター建物の壁面に 
映し出したプロジェクションマッピング
が子どもたちに大人気でした♪ 

玉川学区の防災・減災を
考える。～地盤と地震と、
液状化～（案）をテーマに
ご講演いただきます。 

玉川健幸ウォーク 

天下分け目 天王山ハイキング 

 日 時：３月１６日（土）9：15南草津駅集合 

＊詳細は、２月中旬にお知らせします。 

山の中腹にある宝積寺から天王山の頂上まで
山崎の合戦時に秀吉が大旗を揚げた松・旗立松
などいろいろな史跡を見ることができます。 
休憩を多くとりながら頂上まで登りますので
初心者の方でも安心してご参加いただけます。 
 

天王山（270ｍ）を山頂まで 

登る登山コース（約 4.8 ㎞） 

です。お子様連れも OK！ 

 

台湾嘉義市崇文國民小學との国際交流 

 １月１７日（木）昨年に続き、
台湾嘉義市崇文國民小學から２
５名の児童と保護者・関係者が
来日され、お琴、尺八、英語の授
業に玉川小学校の５、６年生と
グループにわかれて参加し、交
流と親睦を深めました。 
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写真 

日赤奉仕団玉川分団 玉川健康推進員連絡協議会 

玉川学区更生保護女性会 

草津市赤十字奉仕団は、「人の命と尊厳を守る」
という日本赤十字社の理念のもと、災害時支援活
動や地域福祉活動等、赤十字のボランティア活動
を通じて地域に貢献したいと思う、地域ボランテ
ィア組織です。 
 いざという時のために、救急法・応急手当・防災
学習等、又、人道支援を実践した先人の足跡を学ぶ
等の団員の研修を行っています。献血の呼びかけ
奉仕にも参加しています。 
 「１人の想いは小さいけれど、集まればそれは力
に変わる」随時、団員募集中です。 
               

分団長：島田佳世子 

合言葉「私たちの健康は私たちの手で」を掲げて
次の５つの活動をしています。 
・口腔ケアと誤嚥予防を目的とした「口からこん
にちは体操」の普及 

・草津市民の歌に合わせて行う「くさつ健康はつ
らつ体操」の普及 

・赤ちゃんの月齢に応じてつくる大人気「離乳食
レストラン」の実施 

・幼児対象の人形劇「歯磨きワニさん」等エプロ
ンシアターの実施 

・萩まつり、学区防災訓練、みなくさ祭り、敬老
会やサロン等への参加 

 地域の皆様がいつまでも元気で健幸に暮らすこ
とができるよう、私たち玉川学区健康推進員はこ
れからも活動して参ります。 
               代表：檀原京子 
 

野路三人組（酒通・味食通・湯旅通）が平成８年
１２月に立ち上げた地域ボランティア活動の会で
す。現在１１名で活動しています。 
・毎月第２.３.４日曜日の朝 7 時から清掃活動 
・町内ゴミ収集施設塗装塗り替え作業 
・大晦日行事（ぜんざいふるまい） 
・新春行事「左義長」準備と粕汁接待 
・玉川子ども体験合校支援（餅つき他） 
・玉川萩まつり支援（餅つき、ふるまい餅） 
・近郊障害福祉施設へ草刈、餅つき支援 等、 

多岐にわたり地域行事などに参加し、支援をさせ
ていただいています。 
 ボランティア活動は継続することに意義があ
り、今後も他団体とも連携し、当会も更に充実化を
図り活動を発展させていきたいと思います。 
 
＊滋賀県防犯協会をはじめ、淡海環境保全財団、地
元町内会等から表彰していただきました。 

              代表：木村幸太郎 

酒
しゅ

・味
み

・湯
ゆ

の会 

子育て支援「玉っこひろば」 
玉川学区更生保護女性会（以下、更女）では、毎

年秋に、子育て支援「玉っこひろば」さんと一緒に
さつまいも堀りを行っています。 
今年は、さつまいも堀りと、更女の会員で準備し

た蒸かし芋・サラダ・具沢山味噌汁等で、参加者全
員で昼食をとり、その後、保育士の先生による「子
育てで大切にしたいこと」と題したミニ講演会で、
子育ての悩みやコミュニケーションについてのお
話を聞きました。 
「子どもが苦手な野菜を食べてくれた」「日頃の悩
みを聞いてもらえてうれしかった」とお母さんた
ちから喜んでもらうことができました。 
 
               会長：中野淑美 

←早朝のゴミ拾いの様子 
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 野路町 

◆ 賀詞交歓会開催 

野路町では１日午前０時から、新宮神社に於いて
多数の町民の皆様と共に賀詞交歓会を開催し、新し
い年の挨拶を交わしました。 
 

 

◆ みかん撒き 

この行事は「お火焚き祭」（神社で御摩木を焚いて
祈願する）といわれ、全国の神社で商売繁盛、家内
安全の祈祷をするもので、新宮神社では氏子崇敬者
内より約３０名の方が、みかんを奉献されるので、
１２月８日午後１時を期して拝殿より氏子総代、町
役員によって”みかん撒き”を行う、新宮神社恒例
の伝統行事です。 
氏子の皆さんが、大勢参加され、みかんを拾い集

めていました。 
 

 

野路小林町 

◆ 十禅寺川沿い道路整備工事の予定 

いよいよ２月６日（水）から本格的に工事が開始さ
れます。 
南田山交差点からセレマ南草津駅前ホール前まで

車両は通行止めとなります。自転車歩行者の通行は一
部可能ですが、充分注意して通行してください。 
 

 

桜ケ丘 

◆ 「どんど焼き」を行いました！ 

１月１２日（土）中央公園にて「どんど焼き」を
行いました。 
 

 
正月飾りや門松、古い

御神札などが持ち寄ら
れ、今年の無病息災を祈
りました。 
ぜんざいとお酒が町

内のみなさんにふるま
われました。 
 

 

『萩のリース』 野路ことぶき会 
           「リースを楽しもう」 

２月の展示コーナーは、やすらぎ学級『折り
紙グループ』さんの作品を展示しています。 
みなさん、センターにお越しの際は、「たまル

ーム」にお立ち寄りください。 

「萩の里 玉川」 
萩の花を楽しんだあと、枝

を利用してリース作りをし
ています。みなくさまつりで
は、萩のリース作り体験が大
人気でした！ 

 

１月１５日（火）早朝５時３０分から氏神様の神
事「左義長」を蓮池グラウンドにて行いました。 
氏子のみなさんが中心となり、一年の無病息災

を祈願しました。 
酒・味・湯の会のみなさんによる恒例の『粕汁』

が町民のみなさんに振舞われました。 
 

 

◆ 「左義長」を行いました！ 

 

 「天皇の即位の日及び即
位礼正殿の儀の行われる
日を休日とする法律」によ
り、センターは、４月２８
日（日）～５月６日（月）
の間は休館日となります。 

日 月 火 水 木 金 土 

4/21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 5/1  2 3 4 
 昭和の日 天皇陛下

退位 
皇太子さま
即位、改元 

 憲法記念
日 

みどりの
日 

5 6 7 8 9 10 11 
子どもの

日 
振替休日      

 

1年限りの祝日 

祝日に挟まれ休日に 

福井 昭一郎さん 
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学校・園・地域からのお知らせ 

子育て応援します♪ 

 ２月 ４日（月） 笑顔いっぱい！笑いヨガ 
 ３月 ４日（月） リズムで運動 リトミック 

 
〈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） 

 

玉幼・玉小・玉中３学期終業式・修了式 

→３月２２日（金） 

● 玉川幼稚園 

  ３月１５日（金） 修了証書授与式 

● 野路保育園 

  ３月１４日（木） 修了証書授与式 

● ののみち保育園 

  ３月１６日（土） 修了証書授与式 

● さくらがおかこども園 

  ３月１６日（土） 修了証書授与式 

● 玉川小学校 

  ３月１９日（火） 卒業証書授与式 

● 玉川中学校 

  ２月 ４日（月） 入学説明会 

  ３月１２日（火） 卒業証書授与式 

● 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス 

  ３月２２日（金） 卒業式 
 

お知らせ（募集・案内） 

● 市長トーク 
   日 時：２月 ４日（月）19:30～21:00 
   場 所：玉川まちづくりセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 防災講座 
   日 時：２月１５日（金）19:00～20:30 
   場 所：玉川まちづくりセンター  
 
● 演歌ビクス体操（募集は締め切りました） 
   日 時：２月１８日（月）13:30～15:00 
   場 所：玉川まちづくりセンター 
 
● 実践発表のつどい 
   日 時：２月２３日（土）13:30～15:00 
   場 所：玉川まちづくりセンター 
 
● 健幸フェスタ in 玉川 
   日 時：３月 １日（金）～２日（土） 
   場 所：玉川まちづくりセンター 
 
● 玉川健幸ウォーク２０１９春歩こう会 
   日 時：３月１６日（土） 
     （詳細は後日案内いたします。） 

 

空手道 武神會 

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。 

常に実戦を想定し、誰にもできる空手道を稽古し
ています。身を護るというのも空手道の基本の一つ
です。 
護身術（捌き）にも力を入れ、蹴ったり、突いたり

できなくても、体の動かし方さえわかれば、危険な状
況から脱することができます。 
３～４才からでき小さなこどもも多いので楽しい

と思います。大人の方も大歓迎です！  

＊毎週木曜日 

＊18：00～21：00 

＊会費：2,500円/月 

日 時：４月１０日（水）11:40～12:20 

    ５月 ９日（木）11:40～12:00 

場 所：玉川まちづくりセンター駐車場 

（テーマ） 

１．歴史的な民具、史跡等保管施設（仮称）の設置
に向けた考え方について 

２．避難勧告、避難指示がもたらす強制の一考察に
ついて 

３．草津市における福祉・健康の施策をはじめ、 
  住みやすさ近畿トップである自慢の施策、良い

ところをもっと知り、学びたい！ 

BKC まちあるき報告会  
日 時：２月１９日（火）１６：３０～ 
場 所：新宮会館 
 

BKC の学生さんたちが地域を数回歩き、住民
のみなさんからヒアリングをおこない、学区内の
課題を抽出して、若い視点から色々とまちづくり
について提案した内容を報告します。 


