
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集発行 渋川学区まちづくり協議会（事務局 草津市渋川市民センター） 

〠525-0025 草津市西渋川二丁目 9 番 38 号 

 077-569-0350   FAX 077-566-5143 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  sc-shibukawa@city.kusatsu.lg.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://machikyou.jp/shibukawa/ 

渋川学区（平成 25 年 11 月 30 日現在） 

人口 8,351 人 

男性 4,187 人  女性 4,164 人 

世帯数 3,685 世帯 

『渋川・風景の記憶絵』 

平成 26(2014)年 1月 1日号        地域情報 渋川              第 37号(1) 

皆さまにおかれましては、ご家族お揃いで健やかに新年を迎えら 

れましたことと心よりお慶び申しあげます。日ごろは、当協議会の活 

動にご支援ご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

さて、昨年は平成 32（2020）年のオリンピック・パラリンピック開催 

都市が東京に決まり、国中が歓喜に包まれました。反面、台風 18 号が日本列島を

縦断したことにより、各地が甚大な被害を受けました。阪神・淡路大震災から今年で

19 年が経ちますが、倒壊した家屋から救助された人のうち、4 分の 3 は家族や地域

住民によるものでした。現在、少子高齢化や共働き世帯の増加、核家族化が進ん

だことで、地域コミュニティが希薄になりがちです。子育て世帯の人や独り暮らしの高

齢者など、あらゆる人が安心して暮らせる協働のまちづくりを進め、地域のきずなの大

切さを見つめ直し、さらに深めていきたいと思っております。 

当協議会では、「住んでみたい・住み続けたい」まちづくりを進めるため、各町内会

をはじめ各種団体の皆さまと協力しながら、今年もさまざまな活動に取り組んでまいり

ます。地域の皆さま相互のふれあいを深めるためにも、各事業への積極的なご参加

をお願い申しあげます。 

今年も皆さまが健やかで心豊かに過ごせますよう、また実り多い年になりますようご

祈念申しあげ年頭のごあいさつといたします。 

渋川学区まちづくり協議会 

会 長  中 村 繁 樹 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12guh6ipj/EXP=1385088718;_ylt=A3JuMEtOdY1SzyUAMK.U3uV7/*-http:/pds.exblog.jp/pds/1/200901/01/76/b0127376_9531647.jpg


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37号(2)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 1月 1日号 

ふれあいコンサートを開催                 

子ども育成部会 
昨年 11月 9 日(土)、草津中学校吹奏楽部・守山琵琶

湖よし笛アンサンブル・鉤紗奈江フラメンコ舞踏教室のみ

なさんを迎え、167 人の参加のもと「ふれあいコンサート」

を開催しました。吹奏楽部のパワフルな演奏に元気をもら 

い、よし笛を聴きながら琵琶湖の四季の映像を観て癒さ

れました。また、フラメンコ

の情熱的なダンスと演奏で

スペインの風を感じることが

できました。出演者と地域

の皆さんで交流ができた有

意義な一日でした。 

人権講座と球技大会を開催      

教育文化スポーツ部会 
昨年 11月 2日(土)、第 2回人権 

講座を開催しました。講師に落語家 

の桂枝女太さんを迎え、「たっぷり笑 

って少し考えて ～言葉の重み～」を 

テーマに、子どもの人権や男女差別などについて学びま

した。今後もこのような学習を重ね、誰もが渋川学区に

住んで良かったと思えるまちづくりを目指していきます。 

また、昨年11月10日(日)には、渋川小学校体育館で

スポーツ振興会主催、当協議会共催による「ソフトバレ

ーボール大会」を開催しました。ソフトバレーボールは 9

人制で少し大きめの柔らかいボールで行います。柔らか

いため、予期せぬボールの軌道に選手は右往左往する

こともありましたが、日本代表のような活躍も多々見られ

ました。参加者は気持ちのいい汗を流して頑張りました。      

～結果発表～ 

優 勝：北町第四町内会 

準優勝：北町第五町内会 

第三位：渋川南二町内会 

敢闘賞：中出第五町内会 

 

渋川学区まち歩きを開催         

地域安全コミュニティ部会 

昨年 11月 10日(日 )、市景観課と共催で渋川まち歩き

を開催しました。約 30 人の参加者で伊砂砂神社や渋川

マンポ、丁子池などを『渋川・風景の記憶絵』と見比べな

がら歩き回りました。 

この後、市民センターに戻りワ 

ークショップに取り組みました。参 

加者の意見をとりまとめて市民セ 

ンターの廊下に掲示していますの 

でぜひご覧ください。 

研修会開催の予定         

健康福祉部会 
 昨年は、平和祈念戦没者追悼式典や敬老会を開催

しました。今後は、健康をテーマに研修会の開催を予定

しています。高齢化社会が進むことを踏まえ、認知症の

予防や認知症の人への対応など、認知症の人を地域ぐ

るみで支えていくためにみんなで学びまし 

ょう。日程などは改めてお知らせします。 

 

 

ふれあいまつりを開催              

地域安全コミュニティ部会 

昨年 10月 27日(日)、橋川草津市長をはじめご来賓のご出席のもと、第 11回 

渋川学区ふれあいまつりを開会しました。渋川小学校体育館では小学生によるか 

がやき集会が行われ、各教室や運動場ではふれあい体験やさまざまな模擬店が開催されました。 6年生の児童の呼び込 

みが功奏し、なお一層繁盛しました。 

また、市民センターではカラオケ大会や自主教室の発表・各種団体の活動展

示が行われました。最後は、3 年生の児童とともに渋川花踊りが披露され、地域

の多くの人が集い交流できる良い機会となりました。 

まちづくり協議会 行事予定 
（1月～３月） 

1月 25日(土)  すこやかセミナー 

2月  2日(日)  臨時総会開催 

2月 18日(火)  町内学習懇談会実践発表のつどい 

2月 22日(土)  花植え・じゃがいも植えと 

        自転車安全教室 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

平成 26(2014)年 1月 1日号       地域情報 渋川               第 37号(3) 

 

 

 

 

 

昨年 12 月 7 日(土)、もちつき大会を開催しま
した。講師に渋川学区にお住まいの西田豊さん
を迎え、もち米の稲穂やもみ殻・玄米の実物を
見せていただきながら説明を受けました。その
後、家庭ではなかなか体験できない杵と臼を使
ってのもちつきを 47人の児童が一人ずつ体験し
ました。 
子どもたちにとって、もち米を育てて収穫し

てから脱穀などを経て、蒸して臼でついて、よ
うやくおもちとして食べられるようになること
を身近な地域の人から学び、伝統的な季節行事
を一緒に経験できる良い機会となりました。 
 
 
 
 

第６回渋川やすらぎ学級 

「琵琶湖の環境とよし笛」 

昨年 11 月 14 日(木)、「森のなか
まとリズム体操」を開催しました。
18組の親子の参加がありました。
講師に杉江のり子先生を迎え、
「森」をテーマに、音楽に合わせ
て元気いっぱい体を動かして、親
子で楽しく遊びました。どんぐり
を容器に入れて簡単なマラカスの
作成もしました。      

近江落語会の笑交亭えくぼさんによる寄席を開催 
します。大いに笑って新春を楽しみましょう！ 
         
と き：平成 26年 1月 24日(金 ) 
     午後 1時 30分～2時 30分 
ところ：渋川公民館（渋川市民センター）大会議室 
対 象：市内に在住・在勤・在学の 60歳以上の人 
参加費：100円（お茶代） 
締 切：平成 26年 1月 20日(月) 
申込み・問合せ：渋川公民館 

（渋川市民センター） 

昨年 11月 13日(水)、 
よし笛考案者の菊井 
了さんをお招きし、 
よしをとおして琵琶 
湖のおかれている環

境の現状など、分かりやすくご講演いただきまし
た。また、よし笛奏者の近藤ゆみ子さんにも加わ
っていただきなじみの深い曲を演奏していただき
ました。学級生から自然にハミングが生まれ、楽
しいひとときを過ごすことができました。 

昨年 11 月 11 日(月)、｢草津焼を作
ろう｣を開催しました。9人の参加が
ありました。 
講師に山元義宣先生を迎え、明か

りの道具を作成した後、一人ひとり
がろくろの指導を受けて小鉢やお皿
などを作成しました。参加者は焼き
上がりを楽しみにしています。 

昨年 12月 9日(月)、｢写真入年賀はがきを作ろう｣
を開催しました。12人の参加がありました。 

講師にアイ･コラボレーシ
ョンのスタッフ 3 人を迎え、
自分が撮影した写真を使用し
思い思いの年賀はがきを作成
しました。受け取る人の顔を
思い浮かべながら、楽しく取
組みました。 

昨年 11月 29日(金 )、楽しく学べる「交通安全教室」
を開催しました。15人の参加がありました。 
講師に滋賀県警「交通安全ふれあいチーム」の皆

さんを迎え、寸劇を取り入
れた楽しい軽妙なトーク
で、即実践できる交通事故
の防止方法などを教えてい
ただきました。また、適性
診断ができる「近江ふれあ
い号」も体験しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 行事名・内容 

1月 4日（土 ） 
わんぱくプラザ渋川っ子「書初め大会」 

（受付は終了しました） 

1月 24日（金 ） 
高齢者のつどい 

「近江落語会・笑交亭えくぼさんによる落語」 

2月 15日（土 ） 
わんぱくプラザ渋川っ子「お菓子作り」 
（渋川小学校で配布するチラシと草津市ホームページ

を通じて後日募集します） 

第 37号(4)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 1月 1日号 

≪渋川市民センター大掃除のお礼≫ 
昨年末に、地域や利用者の皆さまのご協力に 

よりまして、館内外ともに大変きれいになりました。 

ご協力いただきありがとうございました。 
 

≪渋川福複センター合同消防訓練のお知らせ≫ 
1月 27日(月 )に、万一の火災発生等に備えて

渋川福複センター全館で合同消防訓練を行い

ます。近隣にお住まいの皆さんにはご迷惑をお

掛けします。また、当センターを利用の皆さんに

は可能な範囲でご参加・ご協力いただきたくお知

らせいたします。 
 

≪蛍光管・乾電池・使い捨てライターの回収≫ 
市役所および各市民センターでは、蛍光管・乾電池・使い捨てライタ

ーを回収しています。包装容器や袋から出して、それぞれ専用の回収

箱へ入れてください。 

平成 26 年 1 月 ～ 3 月の行事予定 

月の事業予定 

『地域情報 渋川』（4,500部発行）では、広告スポンサーと景品提供スポンサーを募集しています。お申込み、お問合せは事務局 

〔草津市渋川市民センター（077-569-0350）〕へ。※掲載している広告の内容などについては、直接広告主へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちクイズ・渋川 

Ｑ 旧中山道沿いにある行圓寺、佛乗寺と

並ぶ名刹で、鎌倉時代に創建され「渋

川御坊」といわれた渋川で一番大きな

お寺は何でしょうか？ 
 

Ａ（１）光明寺 

 （２）延暦寺 

 （３）薬師寺 

はがきかファクス、電子メールに、①ク

イズの答え②希望賞品番号③郵便番号④住

所⑤氏名⑥年齢⑦性別⑧電話番号⑨本号の

感想をご記入のうえ、渋川市民センター「わ

がまちクイズ・渋川」係へ。1月 19日（日）締

切。【当日消印有効】今回のプレゼント賞品

は、(1)若代栄進堂さん提供「渋川まんじゅ

う」を 5名様に、(2)㈱南洋軒さん提供「う

ばがもち(商品引換券)」を 5 名様に差しあ

げます。≪応募者多数の場合は抽選≫ 

なお、当選者の発表は、賞品の発送をも

って代えさせていただきます。  
 

 

当協議会が取得した個人情報は、賞品の発送の

みに使用し、発送後は廃棄処分いたします。 

 

前号の答え…（３）競馬場 

渋川の名物“渋川まんじ

ゅう”をはじめ、ういろうな

ど各種季節の和菓子を

取り揃えています 
 

御菓子司 

草津市渋川一丁目５番５号 
（中山道沿い） 

０７７-５６２-０８３０ 

 
 
 
 
昨年 11月 14日(木)、橋川草津市長をはじ

めとする草津市幹部職員をお招きし、『市長
とまちづくりトーク』を開催しました。「待
機児童の解消と児童育成クラブの充実につ
いて」と「地震対策への強化（特に公助の体
制状況）について」をテーマに、活発な意見 

交換がなされました。
このような機会をと
おして、渋川学区の皆
さんと市行政が連携
協力して“協働のまち
づくり”をなお一層進
めていきます。 

 

草津市追分一丁目1-33 


