
（１）第４７号   遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議   令和２年 ６月１５日

(１)

萩苗の定植を推進し

遺跡と萩のまちを

育もう

(３)

健康と運動を提唱し

心の豊かさを

追求しよう

(２)

いつ何が起こるか

わからない

有事について

深堀りしてみよう

令和２年度活動方針

5 つの柱を基に、令和２年度は次の３項目に視点を置いたまちづくりの推進に努めます。
みんなで
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第４７号

玉川学区（3 月 31 日現在）

人口 12,139 人  世帯数 6,281 世帯

男 6,499 人 女 5,640 人

広報

新型コロナウィルスの感染拡大が都市部を中心に広まり、不要不急の外出自粛が求められ
る昨今、いつ終息するかわからない状況にありますが、みんなで「行動の自制」と「感染拡
大抑止」に努め、健康で明るいまちづくりを推進しましょう。

令和２年度
遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議

写真：学区内

季節の移りかわりに心和ませて ♪

令和 2 年度評議委員会は、新型コロナウィルス感染予防のため、書面議決方式をとり、
４月２８日にすべての議案が承認されました。

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議
会長 中野 宗城

基本コンセプト

玉川まちづくり推進会議は、健幸都市
「みなくさ」の新たなまちづくりの拠点と
して、若さと弾力性に満ちた活動を通して
人が育むことをめざします！

５つの柱

① 地域の人々が、このまちをどのように見据えてい
るかに傾注します。

② 個人的な感性ではなく、より多くの人々が共感す
るような魅力の輪を広げます。

③ 玉川学区にふさわしい、まち環境や緑の保全につ
とめます。

④ 文教のまちとして保育園から大学までの皆が支え
合い、地域や企業との絆を大切にします。

⑤ 楽しんで助け合い、ボランティア精神を発揮して
活発な地域コミュニティをめざします。

おいしいお芋にな～れ♪

学習田の田植え



（２）第４７号   遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議   令和２年 ６月１５日

◇総務委員会  委員長 中野 宗城
評議委員会(書面議決)
正副会長会
理事会

年間 企画調整(地区防災計画ほか)
未定 まちづくり講演会、先進地研修
R3/2 月頃 市長とまちづくりトーク
R3/4 月 会計監査
年間 軽トラック車両維持管理
随時 地域福祉事業助成
随時 体育振興会事業助成
随時 青少年育成区民会議事業助成
随時 玉川萩まつり・萩まつり広報発行
随時 各部会・委員会事業調整
年 4 回 広報玉川発行(第 47 号～第 50 号)
11/22 第 10 回みなくさまつり支援
◇人権委員会  委員長 福田 昌甫
7 月 人権講座
7 月 第 1・第 2 講座(市全体)
9 月 第 3 講座/人権講座
10 月 第 4 講座
10～12 月 町内学習懇談会
未定 管外研修
R3/2/27 実践発表のつどい
R3/3 月 人権だより発行
◇健昻(すこやか)委員会  委員長 中野 宗城
随時 地域まちおこし復活事業

・萩の植樹、育成管理
・アンケート実施

【委員会の事業計画】
□防災防犯部会
6 月/8 月 防災講座
R3/2 月 防犯講座
未定 管外研修
10/16 ジュニアポリス広報啓発活動
随時 情報収集・提供
随時 町内防災活動支援
年間 青色パトロール車両維持管理
□文化教育部会
7/4 第 1 回「防災学習」
7～8 月 第 2 回「ふれあい交流」→中止
12/12 第 3 回「もちつき・昔遊び」
R3/1/6 第 4 回「書き初め体験」
R3/1～2 月 第 5 回「未定」
□まち環境部会
5 月 グリーンカーテン植え方講習会→中止
6 月/11 月 花いっぱい運動
未定 研修会
年 3 回 まち環境部会ニュース発行
未定 ふれあい環境学習会

【部会の事業計画】（年間通じて部会）

役職 氏名 所属
会長 中野 宗城 野路町内会長

学区自治連合会会長
副会長 石垣 雅野 野路小林町内会長
副会長 福田 昌甫 桜ヶ丘町内会長

杉元 有樹子 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津町内会長
杉本  博 野路町内会
田中 康明 草津栗東交通安全協会

役職 氏名 所属
理事 西川  鉄 防災防犯部会 部会長
理事 遠藤 研次 防災防犯部会 副部会長
理事 奥井 さよ子 文化教育部会 部会長
理事 加藤 公士 文化教育部会 副部会長
理事 石垣 雅野 まち環境部会 部会長
理事 音揃 宏勝 まち環境部会 副部会長

顧問 小野 元嗣 市議会議員

【役員】

評議委員 各町内会・各種団体・有識者 21 名

事務局
吉田 好明 事務局長/まちづくりセンター長
影岡 比呂子 萩まつり/健昻(すこやか)
永田 聡子 まち環境/人権
西田 直子 広報/防災防犯
平井 幸宏 総務/人権
吉賀 謙治 文化教育/防災防犯

令和２年度 遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議 組織役員・事業計画

＊新型コロナウィルスの感染状況により、事業が中止または
延期になる場合があります。



（３）第４７号   遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議   令和２年 ６月１５日

子育て応援します♪ 玉川 子育てサロン

時間：10:00～11:30

場所：玉川まちづくりセンター

対象：０歳児～未就園児とその保護者

<主催> 玉川学区民生委員・児童委員協議会

(問合せ先)玉川まちづくりセンター
077-564-0189

６月１5 日（月）の子育てサロンは
中止となりました。

7 月２０日（月）
歌あそび みゅーじキッズ（百合華くらぶ）

８月 ３日（月）
リズムで遊ぼう（リトミック）

９月 1４日（月）
人形劇とおやつのおはなし（健康推進員）

＊新型コロナウィルスの感染状況により、事業が
中止または延期になる場合があります。

● 玉川子ども体験合校

第１回「防災学習」

日時： ７月 ４日（土）

     9：30～

＊申込、詳細は別途案内をご覧く

ださい。

HP からもご確認いただけます。

お知らせ
遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議の
ホームページが新しくなりました！

玉川のホームページがリニューアル！多く

の方に見ていただけるように、色々な情報をア

ップしていきますので、お楽しみに！

センターの貸館状況もホームページで確認

できるようになりました。

＊貸館申請の手続きは、従来通り、

センター窓口にてお願いします。

学区大運動会
１０/１１

（日）

玉川萩まつり
１０/２４

（土）

みなくさまつり

１１/２２

（日）

京滋バイパス野路北交差点です。

７時から２０時の間は、バイパス

から南草津駅方面へは車両の通行

はできません。

ご注意ください！

☆各自、新型コロナウィルス感染予防対策を
して、ご参加ください。



（４）第４７号   遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議   令和２年 ６月１５日

～広報 玉川（玉川まち推ニュース）はホームページに各号共掲載しています～

回 開催日 時間 講座名 講師など

1 ９月１４日（月） 13:30 開講式・交通安全教室 滋賀県警

2 １１月１６日（月） 13:30 ゆる筆文字体験 あとりえ えむえふ

3 １２月２１日（月） 13:30 味噌作り体験 糀屋吉右衛門

4 １月１８日（月） 13:30 誤嚥性肺炎を予防しよう！ 草津総合病院

5 2 月１５日（月） 13:30 心豊かな老後を送るために 滋賀県金融広報委員会

6 3 月１５日（月） 10:00 閉講式・親睦会 演奏会など

※新型コロナウィルスの感染状況により、中止または変更になる場合があります。

グループ活動 ＊いずれかのグループ（複数可）に所属して活動できます。

卓球・詩吟・折り紙・グラウンドゴルフ・パソコン・将棋

○ 対象者：草津市在住在勤の６０歳以上の方。

○ 年間受講料：１,２００円

講座内容により別途参加費が必要になる場合あり。

○ 申込：玉川まちづくりセンター

○ 申込期間：6/1(月)～9/5(土)

手洗い３０秒！
ハッピーバースデーの歌を
2回歌うと３０秒♪♪

人との間隔は
できるだけ空けよう

咳エチケットを
心がけよう

こまめに換気をしよう

手指の消毒で
ウィルスをやっつけよう

２０２０年度

やすらぎ学級
受講生 募集中！

小・中学校お知らせ

6 月１日（月）からようやく学校再開

となりました。安全に健康に楽しく学校

生活が送れることを願っています。

○夏季休業

  8/6(木)～8/18(火)


