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第４４号

玉川学区（5 月 31 日現在）

人口 12,110 人  世帯数 6,250 世帯

男 6,462 人 女 5,648 人

広報

色鮮やかなあじさいに初夏の訪れを感じて…

写真：学区内のあじさい

梅雨が明けるといよいよ夏本番！
毎年のように記録的な猛暑がニュースで

取り上げられ、熱中症で緊急搬送される
人も増えています。

夏 日・・・最高気温が２５度以上
真夏日・・・  〃  ３０度以上
猛暑日・・・  〃  ３５度以上
熱帯夜・・・夕方から翌朝までの最低気温が

２５度を超える場合

体に大きな負担がかか
る猛暑を乗り切るために、
暑さ対策の準備を忘れず
に快適な夏を過ごしまし
ょう。 ☆ローレルコート南草津玄関前には、住民のみなさん

の願いを託して、七夕の笹飾りが設置されました。
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遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議 ３部会の紹介

文化教育部会

まち環境部会 防災防犯部会

文化教育部会は、子ども体験合校実行委
員会も兼ねており、年間の活動を通じて児
童と触れることの多い部会です。

部会員は、幼・保・小・中学校 PTA、各
町内会、少年補導員、保護司、主任児童委員、
草津 BBS 会、青少年育成区民会議で構成さ
れています。

年に５～６回の子ども体験合校、秋に小
学校で開催される萩まつりにも実行委員と
して参加しています。

学校・家庭・地域が協働
し、玉川学区の子どもたち
の学びと育ちを目指して活
動していきたいと思います。

（部会長 奥井 さよ子）

令和元年度 部会員のみなさん（他３名）

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議では、
令和元年度から３つの部会と５つの委員会が、
それぞれ事業を計画し実施しています。

今回は、３つの部会を紹介します。

文化教育部会・・・部会員１３名
まち環境部会・・・部会員 ８名
防災防犯部会・・・部会員１０名

“日々の心構え・備えが「いのち」を守る”

例年、学区で取り組んできた防災・減災
事業を、今年度は各町内会の特性に応じた
形で取り組みます。より地域住民に寄り添
った自助・共助の相互連携を図った計画の
作成・実践を通し、安心安全なまちづくり
につながる事業を推進していきます。

部会員は各町内会事業のリーダーとし
て、課題解決ができるよう自己研鑽に努め
ていきたいと思います。

（部会長 西川 鉄）

部会事業：防災講座・防犯講座・管外研修
ジュニアポリス広報活動等

昨年までの「環境・景観部会」から「まち
環境部会」へと名前を変え、新たな気持ちで
事業に取り組んでいます。

今年度予定している事業は「グリーンカー
テン植え方講習会（5/12 実施）」「花いっぱ
い運動」「環境学習会」「研修会」です。

その他にも、地域の皆さんへ環境に関する
ニュースをお届けしたいと考えています。
「環境問題」を「自分たちの問題」として感
じてもらえるような仕掛けを企画していく
予定です。

玉川学区を住みよいまちにするために、部
会員一同努力してまいりますのでどうぞご
期待ください。  （部会長 福田 昌甫）
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学区少年補導員 学区青少年育成区民会議

＊すこやかセミナー第２講

日 時：９月１３日（金）19：30～21：00
場 所：玉川まちづくりセンター大会議室
講 師：motto ひょうご 栗木 剛 氏

『楽しくなくっちゃ 講演会じゃない』をモット
ーに笑いと軽快な語り口で聞く人の心を耕す「舌
耕家（ぜっこうか）」として、各地で大活躍の先生
が玉川に登場！

心くすぐられる、楽しい話で
楽しく子育てについて学べるこ
の機会をお見逃しなく！

＊「滋賀県民総あいさつ運動」顕彰者表彰

野路町 中野宗城氏が青少年育成区民会議推
薦により表彰されました。

私たちが玉川学区の少年補導員です！

桜ヶ丘 野路小林町

◆ 防犯パトロール犬 安全見守り活動で貢献！

町内会防災防犯委員の中江さんと愛犬ゴンちゃん
は、毎日散歩をしながら町内をパトロールしていま
す。
          散歩をする際に、防犯を意識し

ながらおこなうことで、地域の安
全につながり、犯罪者に「地域の
目」があることをアピールして抑
止する活動となっています。

          パトロール実施中のプラカー
ドをぶらさげて、ゴンちゃんは今
日も町内を巡回します！

◆ 野路小林町５０周年記念式典を開催！

新南笠イーグルス
（玉川小学校）が、「高
円宮賜杯第３９回全
日本学童軟式野球大
会」滋賀県大会優勝！
２４年ぶりに全国大
会出場！

令和元年６月１５日、野路小林町５０周年記念
式典が、多数の住民参加のもと、自治会功労者への
感謝状授与、お祝いの餅まき、懇親パーティー等賑
やかに開催されました。

自治会館の内装リニュー
アルも実施され、多目的ホ
ールが広く使い勝手がよく
なり、リニューアルの完成
も同時に祝いました。

玉川学区の少年補導員は現在６名が在籍していま
す。各委員は各町内会からの推薦者で草津市と草津
警察署からの委嘱（２年毎）を受けています。

次代を担う青少年が夢を持ち、心身ともに健全に
育つ環境づくりを目指し、地域社会住民の皆さまの
ご理解とご協力をいただきながら関係機関との連携
をはかり、少年非行の未然防止と非行にまつわる環
境浄化（改善）に努める活動を行っています。

少年補導員の活動はなかなか目立つことは少ない
ですが、黄緑色の帽子とベスト、名札、腕章を身に着
け主に以下の活動を行っています。

① 玉川学区青少年育成区民会議関連事業
② 草津市少年センターとの月次啓発活動
③ 滋賀県主催の薬物被害防止啓発活動
④ 玉川中学校との年２回懇談会

（南笠学区合同）
⑤ 萩まつり 各町内夏まつり、
⑥ みなくさまつり等各実行委員会参加
⑦ 玉川小学校下校ボランティア

藤原 悟 髙畑 直美 木村 秀子

中野 和彦 加藤 正信 松井 隆

←ゴンちゃん（オス９歳）
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野路町 野路小林町

桜ヶ丘 ローレルコート南草津

８/１０（土） ７/２８（日）17：40～21：00 18：00～20：30

８/３（土） ９/１（日） 10：00～（模擬店） 17：30～20：00
（たのしいゆうべ）18：00～20：30

野路はす池グラウンド 野路小林児童遊園

桜ヶ丘中央公園 ローレルコート南草津
エントランスホール他

納涼祭は、マンション内のコミュニケーション
の場として子どもから高齢者までたくさんの参加
者で大変賑わいます。

１階エントランスホールでは子ども会の協力を
得て模擬店や催し物があり、２階ロビーではほっ
とローレル（高齢者）等による子どもたち対象の
小物づくりを行います。

お祭りの最後はみんなが楽しみ
にしているビンゴ大会で、毎年豪
華景品で大変盛り上がります。

令和を祝い、花火と盆踊りで風情ある夕べを！！

「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。

野路女性の会の銭太鼓をオープニングに、町内の
幼児ダンス、華やかな踊りの会、町外からはフラダ
ンスやマリンバ演奏、韓流歌手でステージを盛り上
げ、江州音頭、最後は「大輪の花火」を予定してい
ます。各種団体の模擬店、２回のお楽しみ抽選会と
楽しい納涼の夕べに町民はもと
より地域のみなさんのご来場を
お待ちしています。

夜空に舞う大輪の
花火は圧巻です！

２０１９ さくらがおか 手づくり夏祭り
『令和初の夏祭り、老いも若きも楽しんで！』

玉川中学校吹奏楽部のオープニング演奏後、子
どもダンス・チアダンス・アカペラ・大正琴・銭太
鼓と続きます。

フィナーレは桜ヶ丘音頭と
盆踊り、そしてお楽しみ抽選
会と盛りだくさんのステージ
を予定しています。午前中に
は神輿巡行もあります。

楽しい夏のひととき、皆様
お揃いでお越しください。

今年の夏祭りも、なるべく人手のかからないよう
心掛けながら、「みんなで夏の夜を楽しもう」のコ
ンセプトのもと、スイカ割り、かき氷を新たに加え、
アコーディオン演奏を中心に、カラオケ・１０種類
以上の品数のおいしく安心の模擬店・恒例の空くじ
なしの大抽選会と盛りだくさんの予定で実行しま
す。
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センターFAX 番号が変わりました！

６月７日（金）からセンターの FAX 番号
が変わりました。

（旧）５６４－０１８９→

（新 FAX 番号）５６４－０２００

健幸寿命延伸地区 No.1 を目指して！

～頭とカラダの現在地を知ろう！～

レク体力チェック＆脳トレ

日 時：令和元年７月２６日（金）

① ９:１５～１０:３０

② １０:４５～１２:００

場 所：センター大会議室

持ち物：室内靴、タオル、飲料、動きやすい格好

対 象：玉川学区のみなさま

柔軟性・反応力・敏捷性・バランス・筋力の５つ
の体力測定をした後に、簡単な脳トレプログラム
をみんなで楽しくおこないます。
お友達同士、ご家族で、もちろんお一人での参

加も大歓迎！
予約制となっていますのでセンターまでお申し

込みください。各回先着２０名。

申込締切→７月１９日（金）

玉川フライデージム

日 時：毎週金曜日１３:３０～１６:3０

場 所：センター大会議室

持ち物：室内靴、タオル、飲料、

動きやすい格好

夏の一斉清掃のお礼

① 使い捨てライター
（玄関入って左）

② 蛍光管(LED は不可)
（自転車置き場の中）

③ 乾電池
（自転車置き場の手前）

④ ペットボトルキャップ
（センター階段下） ６月１日（土）に、センター利用の自主教

室・各種団体のみなさんにご協力いただき、
センター敷地内の清掃を行いました。

みなさんのおかげでとても綺麗になりま
した。ありがとうございました。

たまルームを多くの方に気持ちよくご利用いただけ
るよう、みなさまのご協力をお願いします。

・長時間（１５分以上）のお子様のお迎え待ち

・たまルーム内でのお食事

・多人数（１０名）でのご利用

以下のことはご遠慮ください。

健康づくりのために、毎週金曜日センター
で気軽に楽しく運動しませんか。

参加
無料

＊玉川学区のみなさまは無料でご利用いた
だけますが、事前に申込書を提出いただく
必要があります。
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～広報 玉川（玉川まち協ニュース）はホームページに各号共掲載しています～

学校・園・地域からのお知らせ お知らせ（募集・案内）

玉川幼稚園

８月 26 日（月） 始業式
９月 13 日（金） 祖父母参観

さくらがおかこども園

９月 2 日（月） 始業式

TAM ランド野路園

８月 14 日（水）～16 日（金）
お盆休み

玉川小学校

８月 24 日（土） PTA 環境整備作業
８月 26 日（月） 始業式
９月 28 日（土） 運動会

玉川中学校

８月 24 日（土） PTA 親子環境整備作業
８月 26 日（月） 始業式
９月 10 日（火） 玉中祭 文化の部

  ９月 19 日（木） 玉中祭 体育の部

＊１学期終業式→７月１９日（金）

（学区内幼・保・小・中学校）

● 第３回玉川子ども体験合校

夏休みふれあい交流体験（詳細は別途案内）

● 人権講座

日 時：7 月 22 日（月）13：30～15：00
場 所：センター大会議室
講 師：草津市認知症キャラバン・メイト

● レク体力測定＆脳トレ

日 時：7 月 26 日（金）① 9：15～

          ②10：45～
場 所：センター大会議室

● すこやかセミナー第２講

日 時：9 月 13 日（金）19：30～
場 所：センター大会議室
講 師：栗木 剛 氏

   （motto ひょうご事務局長）
（詳細は別途案内）

● 玉川学区大運動会

日 時：10 月 6 日（日）
場 所：玉川小学校

● 玉川萩まつり

日 時：10 月 26 日（土）
場 所：玉川小学校、南消防署等

子育て応援します♪

玉川子育てサロン（時間 10:00～11:30）

8 月 5 日（月）
リズムであそぼう（リトミック）

9 月 9 日（月）
人形劇と健康のお話（健康推進員）

10 月 7 日（月）
ママは名カメラマン（寝相アート）

11 月 18 日（月）
楽しく歌ってダンスして

（百合華くらぶ）

〈主催〉玉川学区民生委員・児童委員協議会

お詫びと訂正

広報玉川４３号（5/15 号）掲載記事に誤りがありま
した。訂正箇所６ページ「玉川学区大運動会」の正し
い日にちは、10 月 6 日（日）です。

お詫びして訂正いたします。関係者のみなさまに
はご迷惑をおかけしました。

萩まつりボランティアスタッフ大募集！

10/２６（土）に開催される「玉川萩まつり」
でボランティアスタッフとして一緒に参加し
てくださる方を募集します。
「重いものなら任せろ」「写真撮影得意です」
「地域のために何かできることがあれば」
そんな皆さんの力を是非お貸しください。

◇地域ポイント制度対象事業◇

【前日準備】
10/25（金）13：30 頃～

＊テント張り、備品搬入補助等

【当日】
10/26（土）①9:00～16:00 頃

＊駐輪場整理、もち運搬、写真撮影
  テント片付け、備品搬出補助等

＊８/３１（土）までに
玉川まちづくりセンターまで

（雨天順延）


