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渋川学区（令和４年７月 3１日現在） 

人口   9,528 人 

男性   4,739 人  女性 4,789 人 

世帯数 4,449 世帯 

渋川学区の将来像 ～笑顔・ふれあい・思いやりのまち・渋川～ まちづくり協議会より 

 

渋川学区のシンボルマークとマスコットキャラクター“しぶはなちゃん” 

≪お願い≫ 
＊上記の日程と実施内容は、８月１０日（水）現在の予定
です。詳しくは、各町内会長から届く案内をご覧ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予定
が変更になる場合があります。何卒、ご了承願います。 

 
（１） 

北町第一 ９月１９日（祝・月）にお祝いの品を贈呈 

北町第二 ９月１９日（祝・月）から順次お祝いの品を贈呈 

北町第三 ９月１０日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

北町第四 ９月１０日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

北町第五 ９月１７日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

中出第一 ９月１７日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

中出第二 ９月１８日（日）から順次お祝いの品を贈呈 

中出第三 ９月１７日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

中出第四 ９月１７日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

中出第五 ９月末日までに順次お祝いの品を贈呈 

渋 川 南 ９月１７日（土）から順次お祝いの品を贈呈 

渋川南二 ９月１９日（祝・月）から順次お祝いの品を贈呈 

渋川南三 ９月１８日（日）から順次お祝いの品を贈呈 

渋川中町 ９月１８日（日）に中町会館で敬老会を開催 

渋川中町第二 ９月１８日（日）から順次お祝いの品を贈呈 

  

 

暑い日が続きますが皆さまお元気でお過ごしでしょうか。 

今年ご案内させて頂きます学区の敬老会対象者は市のデータによりますと

１，４１６名（７０歳以上、昨年比＋３７名）、学区人口に対する比率は１４．８％

です。ちなみに草津市全体でみるとこれが１７．６％、実に５～６名にお一人の

割合です。この比率をどのようにとらえるかはまた別の議論となりますが、皆々さ

まのご協力無くしては地元の活動も回らなくなることだけは確かです。 
 

 
 昨年と同様県下でもコロナ感染者数が急増し、７月１３日には警戒レベルも一段階引き上げ

られています。ワクチン接種をはじめ基本的な感染防止対策をしっかり講じていただきながら今

後ともますますお元気でご活躍頂きますことを祈念し、お祝いの言葉に 
代えさせていただきます。 

渋川学区まちづくり協議会  会長 林 栄治 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり協議会より 渋川学区の将来像 ～笑顔・ふれあい・思いやりのまち・渋川～ 

（２） 

≪健康福祉部会≫ 

健康福祉部会では、７月に引き

続き地域でがんばる高齢者福祉活

動団体を周知するちらしを作成しま

した。素晴らしい活動を広めて応援

します。今回は、地域サロン「中出

しなやかサロン」の皆さんのご希望

により紹介ちらしを作成しました。ご

興味のある方は、８月１日号の広

報くさつと同時に配布したちらしをご

覧の上、ぜひご参加ください。 

なお、配布は参加対象となる中

出第一～第四町内会のみです。 

 

と き：９月１３日（火） 午後８時から 

ところ：伊砂砂神社の境内 

今年も渋川花踊りが奉納されます。道歌、

お礼踊り、所望踊り、嫁振踊りなどです。渋川

まちづくりセンターにて練習した７人の子どもた

ちの踊りも披露されます。皆さんのお越しをお

待ちしています。 

 

≪教育文化スポーツ部会≫ 

≪渋川花踊り保存会≫ 

７月１６日から５日間に分けて、渋

川花踊りの練習を渋川まちづくりセンタ

ーで行いました。今年は、小学生７人

の参加で、花踊り全１８曲のうち、道

歌・御礼踊他４曲の踊りと太鼓の練習

を感染防止対策を取りながら、まちづ

くり協議会の協力のもと実施しました。

太鼓の練習は、みんなとても真剣かつ

楽しげにたたいて、最後は驚くほどに

上達していて、将来が楽しみです。 

≪子ども育成部会≫ 

７月２日（土）、第１回すこやかセミナーを開催しました。

講師に１級ファイナンシャル・プランニング技能士である長

棟治夫さんをお招きし「子どもに教えるお金のはなし～いつ

から、何をどう伝えるのか？～」と題して、お金の大切さや

価値についていかに子どもに伝えるのかをテーマに開催し

ました。子どもに日常生活で必要な電気や水道などにもお

金を支払っていることを教える方法や、お金の使い方を伝

えるポイントをクイズ形式で教えていただきました。お金につ

いて考えるよい機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

同日、地域課題解決応援交付金事業のひとつである

「渋川小学校グッズリサイクル会（譲渡会）」を開催しまし

た。会場への入場は、人数制限をして密にならないよう配

慮して行いました。品物を選ぶ時間は５分程度だったた

め、じっくりと選ぶことはできなかったのですが、参加者には

目当ての品物をお持ち帰りいただけたと思います。次回は

令和５年２月に開催を予定しています。着なくなった制服

や体操服など回収日に持ち寄って、必要とされる人へ地域

の中で繋いでいきましょう。 

 

 

≪子ども育成部会≫ 

６月１８日（土）、２月に地域の方と協力して種芋を植

えたじゃがいもの収穫体験を開催しました。総勢２３２人

の参加がありました。例年、梅雨の時期なので雨の心配

をしながらの収穫体験ですが、今年は天気にも恵まれ

収穫体験日和の一日となりました。昨年同様に密をさけ

るため、４つの班に分けて入れ替え制での開催としまし

た。今年も豊作で、皆さんバケツいっぱいにじゃがいもを

収穫していました。当日はしぶはなちゃんも参加してく

れ、大人も子どもも一緒に写真を撮ったりし喜んでいまし

た。感染対策のため、残念ながらかまどベンチでじゃが

いもを茹でて食べることはやめとし、代わりに参加者のみ

なさんにお土産としてじゃがいもを持って帰ってもらいま

した。来年こそは新型コロナウイルス感染症も収まり、み

なさんとじゃがいもを 

食べられるよう願って 

います。 

                   

 

                  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

まちづくり協議会より 

（３） 

渋川学区の将来像 ～笑顔・ふれあい・思いやりのまち・渋川～ 

＊事業等は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に

よって中止になる場合があります。予めご了承ください。 

≪地域安全コミュニティ部会≫ 
≪ふれあいまつり実行委員会≫ 

と き：１０月２３日（日）１０時～１６時 

ところ：渋川福複センター駐車場（メイン会場） 

渋川まちづくりセンター・渋川小学校グラウンド 

内 容：仮装イベント、キッチンカー出店、大抽選会、 

シャボン玉おじさんがやってくる！ 

ドローンを使ったお菓子とり体験や展示 ほか 

 
＊詳しくは、９月１日号の広報くさつ
と同時に配布した案内ちらしと、
来月発行のふれあいまつり特別
号でご確認ください！ 

≪防災委員会≫ 

渋川学区では今年度、渋川ならではの特徴や問題点

を洗い出し、災害時に学区でスムーズに行動するための

防災計画を考えています。平行して各町内会で現在の

非常時の備えや対応を再考し、町内で助け合いができ

ないか近隣の商業施設と連携がとれないか？などを検

討しています。毎回の会議は、関西大学から専門家の

先生 講師をお迎えし、アドバ

イスをいただきながら学

区民の皆さんと一緒に

進めています。 

≪渋川スポーツ振興会≫ 

≪教育文化スポーツ部会≫ 
１０月９日（日）に、渋川小学校にて大運動会を３年

ぶりに開催する予定です。コロナ禍、安全第一で密に
なる種目は大幅に削減し、徒競走中心にプランを組み
ました。ご近所お誘いのうえ、ご参加ください。 
詳しくは、１０月１日号の広報くさつと同時に 

配布するプログラムをご覧ください。 

１０月３日 （月） 1４時～１６時 

＊詳しくは９月１日号の広報くさつ
と同時に全戸配布した参加者募
集ちらしをご確認いただき、申込
書に必要事項をご記入の上、セン
ター窓口まで提出願います。 

と き：９月９日（金）３０日（金） １０時３０分から 
     １０月１４日（金）２８日（金） １０時３０分から 
ところ：渋川まちづくりセンター 和室 
対 象：渋川学区にお住いの、０歳６か月から 

３歳までの未就園児と保護者 
参加費：無料 
  

子ども育成部会では、概ね毎月２回「わくわく！渋川親

子ひろば」を開催しています。はじめの３０分は講師から子

育てに役立つ話を聞いたり、子どもと一緒に体験したりする

講座を開催しています。その後、少し大きなおもちゃで一

緒に遊んだりして保護者同士で交流を 

深めましょう。 

詳しくは９月１日に全戸配布した案内 

ちらしをご覧の上、お申し込みください。 

 

 

９月２４日 （土） 1１時～１１時４５分 
昨年、素晴らしい演奏と演出で楽しませてくれた草

津東高等学校吹奏楽部の皆さんを、今年度も当セン

ターにお迎えし、健康福祉部会主催でミニコンサート

を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。 
 

対 象：渋川学区在住の６５歳以上の人、 

障がいのある人と介助者  

定 員：先着 ３０人 

参加費：無料 

≪健康福祉部会≫ 

今年度も健康運動指導士の中原

今日子さんをセンターにお迎えし、

「認知症予防体操」を開催します。

いつも会場に笑い声が響く楽しい体

操教室です。換気等感染対策を講

じつつ参加者同士間隔を空けて椅

子に座って体を動かします。 

詳しくは、９月１日号の広報くさつ

と同時に全戸配布した参加者募集

ちらしをご確認いただき、申込書に

必要事項をご記入の上、センター窓

口まで提出願います。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

まちづくりセンターより 

（４） 

９月３０日 （金）1３時３０分～１５時 

現在、各ご家庭にお持ちの『草津市指定ごみ袋引換券』の引

換有効期限は、令和４年９月３０日（金）までです。期限を過ぎ

た引換券は使用できませんので、ご注意ください。１０月１日

（土）からは、新しい引換券のみ、草津市指定ごみ袋と交換でき

ます。なお、当センターの窓口で、ごみ袋との交換はできます

が、『草津市指定ごみ袋引換券』自体をお渡しすることはできま

せん。 【問合せ】市資源循環推進課 ０７７－５６２－６３６１ 

渋川まちづくりセンターをご利用の際には、ワクチン接種後

も感染防止を続けてください。会議室などの出入口や窓（＊）

を開けて常に換気をし、間隔を空けての着席、必要に応じた

マスクの着用、石けんでの手洗いや手指消毒など、ご協力を

お願います。（＊大会議室は、窓は開けずに換気扇で換気） 

≪渋川小学校≫ 

渋川小学校は、来年４月に創立２０周年を迎えます。 

コロナ禍でもあり、たくさんの人を集めての式典等は予

定していませんが、今年の秋に航空写真の撮影を行

い、ささやかであっても２０年の節目を子ども達と慶びた

いと考えています。 

また、渋川学区の皆様には、記念のクリアファイルを

お配りしたいと考えています（来年２月頃を予定）。 

渋川まちづくりセンターで 
『無料Ｗｉ‐ｆｉ』が 

つながるようになりました！ 
 

＊ご来館の際は、ぜひご利用ください。詳しくは、

センターに掲示している案内をご覧ください。 

７月１３日（水）に、第３回講座「理学療法士に学ぶ～

フレイル予防体操～」を開催しました。講師に、草津ケア

センター介護リハビリテーション課長の濱田康夫さんをお

迎えしフレイルとは何か、また予防方法について教えて

いただきました。 

はじめにフレイルとは、加齢にともない筋力や活動量

が低下し要介護になる可能性が高い「虚弱」な状態を表

す言葉であると説明されました。 

次に握力を測定しました。握力は腕や脚の筋力と関

連があることから全身の筋力が推定できるといわれてい

ます。受講生のみなさんは、力いっぱい握力計を握り測

定値を資料に書き込んでいました。また、すでにフレイル

になっていないかのチェック方法として空気椅子テストや 

片足立ちテストを行いました。どのテストも簡単にできる

ので、受講生から「家でやってみる」などの声が聞かれま

した。フレイルを予防するためには頑張って運動するの

ではなく、無理せずコツコツと楽しみながら継続して身体

を動かすことが大切であると教えていただきました。 

秋から冬にかけて、夕暮れ時は人も車もお互い見

にくくなり、交通事故に遭う危険性も高くなります。そ

こで、光があたると反射して光る糸を使ってブローチ

やストラップを作り、身に着けてみませんか。 
 

ところ：渋川まちづくりセンター小会議室１ 

内 容：反射糸でブローチや 

     ストラップを作る 

＊詳しくは、９月１日から町内 

会で、回覧している参加者 

募集ちらしをご覧ください。 

 


