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渋川学区（平成 26 年 1 月 31 日現在）
人口 8,417 人
男性 4,227 人 女性 4,190 人
世帯数 3,700 世帯

2 月 2 日（日）、平成 25 年度臨時総会を開催しました。当日は、評議員 52 人の出席のもと、下記議案を慎重
に審議いただいた結果、原案どおり可決いただきました。
＜第 1 号議案＞地域まちづくり計画（案）について
・渋川学区の将来像（キャッチフレーズ）は、

～ 笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川 ～
に決まりました。
＜第 2 号議案＞災害対策事業特別会計にかかる補正予算（案）について
・「災害対策基金」を造成し、当学区での大規模災害時の対策事業費に充てるものです。
（1,506 千円の増額）
＜第 3 号議案＞一般会計補正予算（案）について
・当初予算のうち、一部予算補正の必要が生じたため、議案を提案したものです。
（合計 61 千円の減額）
地域まちづくり計画書は、平成 26 年 2 月 15 日付けで町内回覧
いたしました。また、議案の詳細は当協議会のホームページに掲載し
ています。
今年度も残り僅かとなりましたが、現在、当協議会において来年度
に取り組む事業計画案や予算案について協議を進めています。
来年度は、さらに充実した事業を展開していきますので、なお一層
皆さまのご参加とご協力をお願いします。
なお、平成 26 年 4 月 20 日（日）午前 10 時から、
平成 26 年度定期総会の開催を予定しています。
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さらに住み良いまちを目指して…地域まちづくり計画が承認される
まちづくり計画策定委員会
地域まちづくり計画とは、当学区の目指す将来像を定め、その将来像の実現のために解決しなければ
ならない課題に対して、平成 26 年度と 27 年度の 2 カ年で重点的に事案を実施するものです。なお、本
計画の策定にあたっては、昨年 7 月に発足した当委員会で、これまで幾度となく協議してきました。
具体的な重点事業（9 件）は、下記のとおりです。
事業名

事業目的・内容

①渋川学区のシンボルマークの制定

あらゆる物品などに明示し活用する。一般公募し選考する。

②渋川学区のキャラクターの制定

各種イベント開催時などで活用する。一般公募し選考する。

③渋川ふるさと風景の記憶絵の活用

各種イベント開催時などで活用し啓発する。

④まちづくり提案箱の設置

まちづくりに関する意見などを収集するため受箱を設置する。

⑤清掃ボランティアサークルの結成

環境美化活動の充実を図る。現在活動を行っている人たちの輪を広げる。

⑥マンポに壁画を描画

渋川学区のパワースポットとする。子どもたちに描いてもらう。

⑦防犯カメラの設置

通学路などの安全確保のために設置する。

⑧在住外国人との文化交流会の開催

地域住民と異文化体験などを行う。

⑨渋川花踊り伝承のＰＲ

後継者育成のため、広報活動と地域・小学校への協力体制を構築する。

※今後、予算を含めて取組みの詳細を検討していきますが、一部内容を変更することもありますのでご承知おきください。
※『地域まちづくり計画書』は、渋川学区まちづくり協議会ホームページ http://machikyou.jp/shibukawa/に掲載しています。

学びました、先進的なまちづくり～研修会を開催～
地域安全コミュニティ部会
2 月 2 日(日)、平成 25 年
度臨時総会に続き『まちづ
くり研修会』を開催しました。
長浜市六荘地区から地域
づくり協議会相談役の湧口
正男さんを迎え、平成 20 年に設立された同協議会の活
動などについて講演いただきました。六荘地区は人口
13,900 人、世帯数は 5,500 世帯で、渋川学区より少し
大きな地域です。住民による主体的事業を展開されてい
て、地域づくり計画を協議するときは、フローチャート式の
『思考メモ』を準備することで会議に参加した役員が事業
の目的や予算などを総合的に検討しやすいように工夫し
ているとのことでした。このほか同協議会の組織体制やさ
まざまな活動について、苦労したことや今後の課題などを
説明いただきました。今回の研修会で学んだことを、渋川
学区の将来像である『～笑顔・思いやり・ふれあいのまち
渋川～』の実現に向けて、地域全体で協力して取り組ん
でいきます。

青少年の健全育成に向けて～すこやかセミナーを開催～
子ども育成部会
1 月 25 日(土)、渋川市民センター大会議室
で『すこやかセミナー』を開催しました。草津
市立少年センターの三上恭美さんを迎え、「子どもたちの
ケイタイ・スマホ・インターネット事情」をテーマに、現代の
子どもたちを取り巻く通信機器によるトラブルの内容や危
険性について講演いただきました。参加者は、対処法の
説明を熱心に聴いていました。軽い気持ちで送った情報
や心無い文章が、誰かを傷つけたり誤解を招いたりするの
で、子どもたちが被害者にも加害者にもなる可能性があり
ます。家族でプライバシーを守ることの大切さや、わが家
のルールをじっくり話し合い、自分自身やまわりの人が辛
い思いをしなくても済むよう、お互いに気を付けましょう。
携帯電話やスマートフォンの便利さや楽しさに加えて、危
険性が伴うことをまず大人が理解し、子どもたちに教えて
いく必要があるということがわかる有意義な時間となりまし
た。参加者からは、「ルール
を作るときや困ったとき、大
人に話してもらえるよう信頼
関係を大切にしたいと思っ
た」という感想がありました。
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第７回 渋川やすらぎ学級

「うた広場」
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第８回 渋川やすらぎ学級

「お正月の民謡とおぜんざい」

昨年 12 月 11 日（水 ）、｢うた広場｣を開催しました。講
師に音楽療法グループ「アン・ディー・ムジーク」の山田
由紀子さんをお迎えし、さまざまな珍しい打楽器を使っ
て演奏したり、手遊びやいろいろな動作を交えながら歌
をうたったりしました。音楽に親しむことにより気持ちが明
るくなり、みんなで楽しい時間を過ごすことができました。
1 月 8 日（水 ）、「お正月の民謡とおぜんざい」を開催し
ました。唄・鈴木美津さん、尺八・藤井滋さん、お囃子・
井上節子さんをお招きし、お正月らしいおめでたい曲を
多数披露いただきました。「ソーラン節」「祇園小唄」「五
木の子守唄」など、なじみの深い曲はみんなで一緒に歌
ったり、お囃子を入れたりして楽しみました。お唄の後お
ぜんざいをいただき楽しい
お正月行事となりました。

1 月 24 日(金)、第 9 回高齢者等つどい推進事業「初笑い寄席」
を開催しました。近江落語会の笑交亭えくぼさんと若草亭八跳さん
を迎え、36 人の参加がありました。日常の身近なことを題材にした
創作落語と、古典落語をそれぞれ披露いただき、軽妙な語り口に
会場は終始笑いに包まれました。「笑って元気がもらえた」と、
参加者にはたいへん好評でした。

1 月 4 日(土)、
『書き初め大会＆お正月グッズ作り』を開催しま
した。講師に渋川学区にお住まいの前田まさ子さんを迎え、18
人の児童が新春の書き初めを体験しました。前田先生から丁寧
な指導を受けた子どもたちは、のびのびと書き上げることがで
きました。身近な地域の人から学びつつ交流を深めることがで
きる良い機会となりました。また、書き初めができあがった後
で、今年の干支である「午」の形のキャンドル作りにチ
ャレンジしました。講師に吉村理恵子さんを迎え、お湯
で温めた粘土状のロウを少しずつ土台に貼り付け、「午」
の形にしていきました。子どもたちは、見本を参考にし
ながら、思い思いの「午」をつくることができました。
友達と見せ合ったり、さらに個性的な「午」になるよう
工夫したりして、楽しく取り組むことができました。
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渋川やすらぎ学級の参加者を募集します

渋川市民センターでは、高齢者同士の交流や生きがいづくりを目的に「渋川やすらぎ学級」を開催しま

月の事業予定

す。「渋川やすらぎ学級」には、受講生全員で講話を聞くなどの全体学習と、受講生が自主的に行うグル
ープ活動があります。詳しくは、後日、町内回覧する募集ちらしや草津市ホームページをご覧ください。

・開催日

・対

象

・申込み
・締切り
・問合せ

原則 毎月第二水曜日 （全 10 回の予定）
午後１時 30 分から全体学習 ・ 午後 3 時からグループ活動
【平成 26 年 5 月 14 日（水） 渋川市民センター大会議室にて開講式を行います】
草津市に在住・在勤・在学の 60 歳以上の人
申込書に必要事項を記入し、会費（年間 4,000 円）を添えて渋川市民センターまでお申込みくだ
さい。申込書は、3 月 1 日(土)から渋川市民センターに設置します。
平成 26 年 4 月 16 日（水）
渋川市民センター
：077-569-0350
FAX：077-566-5143

≪渋川市民センターでの忘れ物・落し物などについて≫
渋川市民センターでの忘れ物や落し物、
置き傘などは、1 ヶ月間事務所でお預かりし
ますが、これを過ぎても引き取りのなかった
ものは、処分させていただきますのでご了承
ください。忘れ物など心当たりがあるとき
は、当センターまでお問合せください。

わがまちクイズ・渋川
Ｑ

西渋川から栗東市中沢にかけて所
在した、集落遺跡から出土するこ
とがきわめて珍しい鍬形石をはじ
め子持勾玉などの遺物が出土した
遺跡は何でしょうか。

Ａ（１）登呂遺跡
（２）中沢遺跡
（３）吉野ヶ里遺跡
はがきかファクス、電子メールに、①
クイズの答え②希望賞品名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。3 月
14 日（金）締切。【当日消印有効】今回のプ
レゼント賞品は、ホテルボストンプラザ
草津さん提供「レストランリバティーラ
ンチチケット」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。 （写真はイメージです）
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…（１）光明寺

『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。

