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第４９号

玉川学区（10 月 31 日現在）

人口 12,181 人  世帯数 6,366 世帯

男 6,524 人 女 5,657 人 【草津市 HP より】

広報

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議 基本コンセプト

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！

コロナ禍で毎年恒例の玉川萩まつりも中止となる中、野路芋プロジェクトの皆さ

んの協力のもと、玉川小学校で「史上最大の焼いもパーティー」が行われました。

朝の７時から準備を開始し、午前中には約７００個の焼いもが子どもたちにふる

まわれました。ほかほかの焼いもをうれしそうに頬張る子どもたちの姿に、先生も

地域の皆さんも笑顔になった一日でした。

野路芋プロジェクトの皆さん

TAM 園児

玉小児童

玉川こども園児
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各部会・委員会より

総  務

〇「市長とまちづくりトーク」１０月１２日(月)

  今年度は「第４期橋川市政の玉川への思い

を問う」というテーマで下記の４項目につい

て意見交換をしました。

  ①野路公園の整備事業について

  ②まちづくりセンター建て替えについて

  ③南草津駅前周辺の交通渋滞について

  ④立命館大学の学部移転問題について

新型コロナウイルス感染予防対策をとりながら、可能な範囲で

実施しました。

防災防犯

○「防災講座」９月９日(水) [部会員１０名参加]

防災アドバイザー高荷智也氏の YouTube

チャンネルにある「死なないための防災対策・

命を守る環境づくり３つのポイント」シリーズ

より、第１話「防災パーフェクトガイド！正し

い防災備蓄の基本と手順」

の動画を視聴したあと、

ディスカッションと草津市

の資料などを利用しての追

加の学習を行いました。

文化教育 ★子ども体験合校

○「もちつき体験」１１月７日(土)

玉川小学校にて３０名の児童が参加しま

した。地域の皆さんに教えていただきなが

ら、昔ながらの臼と杵を使って、おもちを

つきました。子どもたちの

真剣な表情が印象的でした。

健昻(すこやか)

○玉川学区住民アンケート

ご協力ありがとうございました

まち環境

○「クリーンセンター見学」

１０月１７日(土)

部会員のみで研修を行いました。コロナ禍で

運び込まれるゴミの量が増えています。ゴミの

減量に努めましょう。

おいしそうな
おもちが完成♪

人  権

○「第 3 講座」９月１２日(土)

草津市人権センターの杉江範昭氏を講師に迎

え、『“じんけん”ってだれのもの？

学ぶのはなぜ？～共に考えたい

“市民”としての力～』をテー

マに開催しました。

新型コロナ感染者や関係者に

対する差別に関する内容で、非常

にタイムリーかつ身近なものでした。

○「第４講座」１０月１０日(土)

  今年度の町内学習懇談会に

向けて、人権センターの神浦

弘美氏に説明をしていただき、

その後は各町内会に分かれて

打合せを行いました。

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津町内会

１２月１３日(日)

14：00

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津

２階集会室

桜ヶ丘町内会

１１月２１日(土)

19：15

桜ヶ丘自治会館

野路小林町内会

１２月２６日(土)

18：00

野路小林自治会館

野路町内会

１２月４日(金)

19：00

新宮会館

町内学習懇談会 ＊詳細は各町内会まで

〇「防災・避難訓練」各町内会の実施状況

・野路→１１月２９日(日)

    蓮池グラウンドで緊急浄水装置お披露目、

屋外防災放送のテストを実施。

・野路小林→９月６日(日)

新規の自主消防隊員を対象に町内

消火栓、消火器具の点検を実施。

      2021 年３月７日(日)

南消防署で消火放水訓練等を実施

予定。

・桜ヶ丘→１１月７日(土)予定していたが中止。

・ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津→１０月１１日(日)

安否確認、防災情報の掲示、

防災グッズの配布等を実施。

分別すれば資源☆
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各種団体・地域より

学区社会福祉協議会学区青少年育成区民会議

○「第１回すこやかセミナー」

１０月３１日(土)motto ひょうご事務局長

栗木剛氏を講師に迎え、感染症拡大防止策を

とりながら開催しました。

テーマは「コロナ禍における子どもの姿」。

コロナ禍だからできること、ただ待っている

だけでなく自分で考え可能な範囲でやってみ

ることの大切さ、などについて約１時間お話

していただきました。

これほど１時間が短いと思ったセミナーは

ないくらい参加者を引きつける素晴らしいセ

ミナーでした。

○「こども１１０番」

１０月１５日（木）玉川小学校の児童の下校

時間に合わせ、通学路

に「こども１1０番」

の旗を設置していただ

ける事業所や店、個人

宅がないかの確認をし

ました。

新型コロナウイルス感染症への感染防止の対

策をとりながら『つなぐ活動・つながる活動』

を進めています。

○「医療福祉を考える会議」

  【９月２６日(土)：野路町新宮会館】

コロナ禍における介護の現場の状況について

専門職からお話いただき意見交換をしました。

○「歳末助け合い街頭募金」

【１０月１７日(土)：西友南草津店周辺】

街頭募金活動を行い、

多くの皆さんからご協力

をいただきました。

○「福祉セミナー」

【１０月２４日(土)：玉川まちづくりセンター】

  「しつけと体罰」を

テーマに玉川学区の現状

など草津市家庭児童相談

室と意見交換をしました。

平日の朝に混雑する JR 南草津駅東口ロータ

リーで、送迎の自家用車を立ち入り禁止にする

社会実験が１０月１９日（月）～１１月１３日

（金）の期間実施されました。

初日の１９日には、県や市、学区の関係者が

実際に実験の様子を視察。規制による大きな混

雑は見られませんでした。

「南草津駅周辺交通対策社会実験」実施！！

玉川中学校テニスコート沿いの雑草が生えてい

た歩道を、桜ヶ丘の住人の方がキレイにしてくれ

ました。感謝です。
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桜ヶ丘町内会

町内で活動している団体が表彰されました。

滋賀県社会福祉協議会会長表彰
“桜プロジェクト”

2003 年 6 月に町内会では活動しにくい事

を継続的に支援する目的で結成し、今年で 18

年目になります。『みんなで元気で楽しくにぎ

やかに』をモットーに定年退職者を中心に 38

名の会員が「環境」、「健康」の 2 チームで活

動しています。

桜並木路の剪定 玉川中学絆学習
の支援

年２回の
環境クリーン・
ウォーキング

第 2回びわ湖チャレンジ大賞
まちおこし部門

“ふるさと玉川民具を照らす会”

温故知新８年目を迎える「ふるさと玉川民

具を照らす会」消えゆく民具の保存と伝承を

求めて 10 名が活動中！

★草津市市政功労者表彰
○自治功労

  市議会議員として尽力された功績
   小 野  元 嗣  様

○社会功労
  社会福祉の向上に尽力された功績
  民生委員・児童委員として尽力
    谷   正 美  様

○社会功労
青少年の健全育成に尽力された功績
青少年学区民・市民会議委員として尽力

  中 野  宗 城  様
○社会功労

体育の振興に尽力された功績
スポーツ推進委員として尽力

  岡 山  茂 子  様

★草津市社会福祉協議会会長表彰
  草津市人権擁護委員として尽力
  桜プロジェクトの代表として尽力
   矢 尾  壽 朗  様

★滋賀県青少年育成県民会議顕彰
○青少年指導者の部

  地域青少年の育成、指導に貢献
   奥 井  さよ子  様

★草津市青少年育成市民会議会長表彰
○青少年育成指導者の部

  青少年の健全育成活動に尽力
   影 岡  比呂子  様

○野路町高齢者ふれあいサロン
【１１月１１日(水)：野路町新宮会館】

  コロナ禍での健康維持についてのお話と運動

不足を解消するやさしい体操を体験しました。

野路町内会

除菌水(次亜塩素酸水)生成器が
       野路区事務所に登場！

    町民の皆さん、空容器を持って

汲みに来てください。無料で提供

いたします。(野路町内会長)

詳しくは野路区事務所(564-0644)までお

問合せください。

☆おめでとうございます☆

“いきいき倶楽部百歳体操”

毎週月曜日午後、

桜ヶ丘自治会館で活

動しています。

“ほっとローレル”

毎週月曜日午前、

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ南草津２階

集会室で活動してい

ます。

“萩いきいき”

毎週金曜日午前、

玉川まちづくりセン

ターで活動していま

す。
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プラネタリウム
大平技研プロデュース！！

可搬型プラネタリウム

「MEGASTAR 上映会」

壮大な星空がセンターで

あなたの頭上いっぱいに広がります☆彡

参加費無料☆

①18：00 ②18：30 ③19：00

各回 先着１０名

申込み開始→12 月 1 日(火) 8：30～

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により、事業が

中止になる場合があります。

ホームページ等でご確認ください。

イルミネーション点灯
玉川の冬といえばイルミネーション☆

今年はさらにパワーアップします。

お楽しみに♪

焼いも販売

おなじみ野路芋プロジェクトの

皆さんの焼き芋販売です！

☆100ｇ…１００円で販売

☆芋がなくなり次第終了！

ペーパークラフトづくり
クリスマスにピッタリのサンタ

とトナカイのペーパークラフト

を作ります。☆参加費１００円

  ４歳頃から小学生のお子さま対象

  先着 ２０名

催し物と時間

10：00～12：00 ニュースポーツ体験会

15：00～17：00 ペーパークラフトづくり

15：00～     焼いも販売（売切れ次第終了）

17：00～    イルミネーション点灯

18：00～19：30 プラネタリウム

10：00～19：30頃
場所：玉川まちづくりセンター

2020 年12 月19 日(土)

ニュースポーツ体験会（２種目）

誰でも楽しめるニュースポーツで体

を動かしましょう！ 参加費無料☆

どなたでも参加 OK☆

（小学 3 年生以下は保護者同伴）

先着 ２０名

申込開始
１２月１日(火) 8：30~

申込・問合せ先
玉川まちづくりセンター

TEL：077-５６４-０１８９

主 催
玉川まちづくりセンター
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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～

☆各自、新型コロナウイルス感染予防

対策をして、ご参加ください。

子育て応援します♪ 玉川 子育てサロン

●１２月１４日（月）

クリスマス会

内容：Piace さんによる演奏会

    絵本、手遊びなど

サンタさんからのプレゼントもあるよ♪

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

申込先：090-5017-9022

        (主任児童委員 福井)

または 077-564-0189

         （玉川まちづくりセンター）

参加費無料☆

☆予約制/先着２０組/締切 12/12（土）

学校・園からお知らせ

玉川中学校・玉川小学校

12/26(土)～1/5(火)

玉川こども園

１号認定(幼稚園) 12/24(木)～1/6(水)

２号認定(保育園) 12/29(火)～1/3(日)

ののみちこども園

１号認定(幼稚園) 12/26(土)～1/４(月)

２号認定(保育園) 12/29(火)～1/3(日)

さくらがおかこども園

幼稚園部 12/25(金)～1/6(水)

保育園部 12/29(火)～1/3(日)

TAM ランド野路こども園

１号認定(幼稚園) 12/19(土)～1/11(月)

２号認定(保育園) 12/29(火)～1/3(日)

TAM ランド野路つぼみ園

12/29(火)～1/3(日)

立命館大学 BKC

冬期休暇 12/26(土)～1/5(火)

センター年末年始のお知らせ

年末は、令和２年１２月２８日(月)まで

年始は、令和３年１月４日(月)から

通常業務を行います

お知らせ・案内

●センタークリーン活動

日時：１２月５日(土) 13:00～15:00

場所：玉川まちづくりセンター内

●第５回玉川子ども体験合校「書き初め体験」

日時：１月４日(月) １部 13:00～14:00

        ( ) ２部 15:00～16:00

場所：玉川まちづくりセンター

    ＊詳細は別途案内します。

●人権実践発表のつどい

日時：２月２０日(土)13:30

場所：玉川まちづくりセンター

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により、事業が

中止または延期になる場合があります。

センター事業

○「玉川健幸ウォーク」 １１月７日(土)

朝からあいにくの雨でしたが、バスが目的地

に到着する頃には雨も止み、楽しく歩くことが

できました。

【コース】伏見稲荷大社～稲荷山往復→バス移

動→大石神社、宝物殿見学、岩屋寺

     

○「玉川フライデージム」

  令和２年度から学区外の

方もご利用いただけるよう

になりました。

申込・問合せは玉川まち

づくりセンターまで。

○「センター利用者アンケート」

    １２月２１日(土)まで実施していますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。皆

さんのご意見を是非お聞かせください。

センターを利用されている

「楽篆会」の皆さんの作品を

１２月５日(土)まで展示していま

す。ステキな作品が並んでいます

ので是非ご覧ください☆

センター展示コーナー


