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第４５号

玉川学区（９月３０日現在）

人口 12,100 人  世帯数 6,247 世帯

男 6,483 人 女 5,617 人

広報

〜最高学年が魅せるー体感〜

～地域の方と～
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野路町・ローレルコート南草津（合同）

桜ヶ丘野路小林町

９月２2日（日）：玉川小学校

１０月１３日（日）
野路小林自治会館

１０月１９日（土）：立命館大学

今年度は野路町・ローレルコート南草津合同敬老会
を１９６名参加のもと開催しました。

桜寿会による長唄 鶴亀他、月影会による舞踊 皆
の衆他、健康推進員による玉川ストレッチ体操で手や
体を動かし元気に楽しんでいただき、昼休みに、ノル
ディック・ウォークの講習を受け、午後からは、地元
の大依紘子さんによるマリンバ演奏、野路女性の会に
銭太鼓を披露していただき、参加者のみなさんに楽し
いひとときを過ごしていただきました。

台風一過の秋晴れの日、７１名参加のもと開
催しました。
寺尾幹男さんの手品、野路町有志６名による銭
太鼓が披露され、昼食後は、カラオケ大会、ビ
ンゴゲームと盛りだくさんの内容で、会場は大
いに盛り上がりました。

シニア・フェスティバルを１０１名参加のも
と開催しました。

第１部は、立命館大学 スポーツ健康科学部
真田樹義教授の講演会、その後昼食をとり、第
２部は、町内会班長さんによるハンドベル演
奏・お笑いショー、NS ファミリーさんによる
「みんなで歌いまショー」では、大きな声で元
気に楽しくみんなで歌い、有意義な時間を過ご
しました。
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玉川学区人権教育推進委員会より

町内学習懇談会へ行こう！！

活動テーマ『思いやりのある明るいまちづくりをめざして』

人権って難しい！と思いがちですが、実は人権って身
近なことなんです。町内学習懇談会に参加して「気づき」
体験をしてみませんか？

各町内会では、下記の日程で開催します。みなさんの
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 ５日（木）１９：００ 新宮会館２階

・野路小林町内会
１１月２３日（祝・土）１９：３０ 野路小林自治会館

・桜ヶ丘町内会
１１月１６日（土）１９：００ 桜ヶ丘自治会館

・ローレルコート南草津町内会
１２月１５日（日）１４：００（予定）ローレルコート南草津集会所

（町内学習懇談会事前研修講座の様子）

学区避難訓練→各町内会避難誘導訓練・防災訓練

【野路町】

１１月２４日（日）

＊10：40～11：30

①安否確認
②消火器実射訓練
③テント組立
④煙中体験
⑤消火栓操法見学
⑥AED・応急処置訓練
⑦段ボールベッド・簡易トイレ組立
⑧消火栓筒先保持体験
⑨起震体験
⑩非常食試食
⑪防災グッズ見本展示
⑫土のう積み体験（水害対応）
⑬車いす体験など

※未経験・未体験の方を中心に
訓練参加していただきます。

【桜ヶ丘】

１１月２日（土）

＊10：00～10：30
自治会館避難訓練

＊10：30～12：00
防災訓練
①消火訓練
②消火栓器具庫内の用具操作

方法
③救命体験

※「防火防災講演会」を
１０月１９日（土）に開催。

【ローレルコート南草津】

１２月１日（土）

＊9：00～9：10
１階エントランス避難訓練

安否確認訓練

＊9：10〜9：40
担架・飲料水・資機材運搬訓練
災害救助用用具取扱訓練

＊9：50〜10：50

マンション防災セミナー

＊11：00～11：20
防災マンション歩き

＊11：30～12：30
炊出し訓練

（昨年度）   （今年度）

【野路小林町】 来年実施予定

◎詳細は、各町内会の案内をご覧ください。

◎詳細は、各町内会の案内をご覧ください。
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７月１日（月）〜５日（金）の５日間、玉中２年生４名が玉川まちづくり
センターで職場体験を行いました。印刷機やコピー機の使用方法、HP や広
報紙の原稿作成、電話応対、イベント POP 作成、地域の方との交流など
いろいろな体験をしました。

＊広報玉川に掲載する原稿を中学生のみなさんが作成してくれました。

◆滋賀県健康推進員団体連絡協議会
会長感謝状表彰（活動１５年）

杉本 俊子 さん

◆草津市健康推進員連絡協議会
草津市長感謝状表彰（活動１０年）

   田中 康子 さん

◆ゴミ問題を考える草津市民会議
個人の部

   後藤 美智子 さん

民生委員をされていた
ころから長年にわたり
地域美化推進活動に貢
献されています。

地域住民の健康を保持増進するため食生活
改善を積極的に推進してこられました。

センター自主教室「セラバン
ド玉川教室」のみなさんが、９
月２９日（日）第５８回 草津
市民文化祭 芸能発表に出演
され、日ごろのトレーニングの
成果を披露しました。

セラバンド体操のほかに、簡
単な脳トレ、最後には東京音頭
をみんなで歌って踊り、会場が
一体となり盛り上がりました。

「セラバンド玉川教室」は、毎週水曜日（月４回）
１３：３０～１５：３０まで、玉川まちづくりセンター
２階大会議室にて行っています。
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１６:００～１７:００ （先着３０名）

手作りクリスマスオーナメント作り

（お子様対象）

参加費：１００円/人

１７:００～２０:００

イルミネーション点灯

屋台（かす汁、おにぎり、甘酒）

食券１セット：１００円

（かす汁、おにぎり、あま酒セット）

    

１２月２０日（金）

玉川にイルミネーションを！！
昨年から始めた『玉川イルミ』を今年もやります！
同時に、『玉川冬まつり』を開催！
詳細は後日案内いたします。
みなさまのご来館をお待ちしています♪

場所：玉川まちづくりセンター

１２月２日（月）〜１月末頃まで

１７：００～２０：００

場所：玉川まちづくりセンター駐車場

＊昨年の
玉川イルミ写真

展示コーナー作品

『四季折々の写真』 角 幸子さん（桜ヶ丘）

やすらぎ学級『折り紙グループ』さん

『楽篆会』さん

＊好評だった
プロジェクション
マッピング

萩まつり展示コーナー

１０月９日（水）〜２６日（土）の萩まつり
月間時に楽篆会さんの作品を展示しました。
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～広報 玉川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）

玉幼・玉小・玉中２学期終業式→１２月２３日（月）

玉幼・玉小・玉中３学期始業式→ １月 ７日（火）

玉川幼稚園

１２月 ６日（金） リズム参観

TAM ランド野路園

１１月１６日（土） バザー
  １２月２７日（金） 保育終り
   １月 ６日（月） 保育始め

さくらがおかこども園

１１月 ２日（土） グリーンフェスタ
  １２月２３日（月） ２学期終業式
   １月 ８日（水） ３学期始業式

玉川小学校

１１月 １日（金） 萩まつり振替休日
１１月２８日（木） 〜２９日（金） 修学旅行

  １２月１８日（水） 引渡し訓練（※）

※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訓練です。

玉川中学校

１１月１４日（木） 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

１２月 １日（日） 学園祭

● 玉川健幸ウォーク

日 時：１１月２０日（水）9:30～15:00 頃
（詳細は別途案内をご覧ください）

● みなくさまつり

日 時：１１月１７日（日）
場 所：南草津駅西口周辺

● チャレンジスポーツデー

日 時：１１月２３日（祝・土）
場 所：玉川小学校運動場、体育館

● 市長とまちづくりトーク

日 時：１１月２６日（火）19:00～
場 所：玉川まちづくりセンター

● センタークリーン活動

日 時：１２月 ７日（土）13:00～
場 所：玉川まちづくりセンター

● 第４回子ども体験合校「もちつき＆昔遊び」

日 時：１２月１４日（土）
場 所：玉川小学校

● ２０20 元旦歩こう会

日 時：１月１日（水）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回子ども体験合校「書初め体験」

日 時：１月４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
  （詳細は別途案内いたします）

子育て応援します♪
玉川子育てサロン（時間 10:00～11:30）

11 月 18 日（月）
楽しく歌ってダンスして

      （百合華くらぶ）
12 月 16 日（月）
   お楽しみクリスマス会

1 月 20 日（月）
   元気いっぱい！3B 体操

〈主催〉玉川学区民生委員・児童委員協議会

※予定は変更になる場合があります。

詳しくはセンターまでお問合せください。

＊センター年末年始のお知らせ

年末は１２月２８日（土）まで、
年始は１月４日（土）から
通常業務を行います。

〜落語で笑って病気を予防しましょう！～

【玉川やすらぎ学級 特別公開講座】

日 時：１２月１６日（月）
    １３：３０～１５：００
対象者：６０歳以上の草津市民
定 員：４０名（先着順）
講 師：落語家 桂 三金さん
    健康トレーナー 堀江 利恵 先生

＊１１月３０日（土）までにセンターへお申し込
みください。


