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優 勝 北町第五町内会 

準優勝 渋川南三町内会 

第三位 北町第四町内会 

敢闘賞 中出第一町内会 

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 26 年 5 月 31 日現在） 

人口 8,600 人 

男性 4,326 人  女性 4,274 人 

世帯数 3,771 世帯 

平成 26(2014)年 7月 1日号        地域情報 渋川              第 40号(1) 

『渋川・風景の記憶絵』 

すこやかセミナーで、絵本の良さを再発見！ 

子ども育成部会 
5月31日（土）、絵本あれこれ研究家として活躍中の加藤

啓子さんを講師に迎え、すこやかセミナー「おとなのため

の絵本講座」を開催しました。幼児から 80 歳代の人ま

で幅広い年齢層の参加がありました。講師の推薦する

絵本 100 冊あまりを会場に並べ、みんなでカーペットに

座りゆったり寛いだ雰囲気の中、参加者と会話を交わし

ながら絵本の楽しさや奥深さを、まさに“あれこれ”教え

ていただきました。加藤さんの読み聞かせで絵本の世界

に引き込まれ、大人も子どもも心が和みました。また、

2、3 人で輪になり絵本を読み合う“ひろば読み”も体験

し、参加者同士の会話も弾みました。 

今回のセミナーがきっかけとなって、人と人がつながる

素敵な出会いができ、有意義なひとときとなりました。 

参加者からは、「絵本に対する考え方が変

わり新しい発見ができた。家族みんなで楽し

みたい」などの意見がありました。 

栄冠は北町第五町内会に輝く！白熱のソフトボール大会 

教育文化スポーツ部会 
6月 1日（日）、真夏を思わせるような日差しの中、渋川ス

ポーツ振興会主催、当協議会共催の「ソフトボール大

会」を開催しました。参加者の見事な好プレーやユニー

クな珍プレーに、各チームのメンバーが歓喜する熱戦が

繰り広げられました。チームを思うあまり、エキサイトする

場面もありましたが、参加者全員が爽やかな汗を流しま

した。決勝戦では、追い上げる渋川南三町内会を制して

北町第五町内会が優勝し、昨年に引き続き連覇を成し

遂げました。当日の結果は下記のとおりです。 

スポーツをとおして選手同士また町内会同士の交流を

深めることができる良い機会となりました。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 40号(2)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 7月 1日号 

清掃活動ボランティアサークルを結成します 

地域安全コミュニティ部会 
地域安全コミュニティ部会では、今年度からの新たな事

業として「清掃活動ボランティアサークル」の結成を進め

ています。これは、地域まちづくり計画の重点課題である

安全・安心で思いやりのあるまちをつくろう～安全で安心

して暮らせる環境整備～の取り組みのひとつです。現

在、自主的に町内の清掃などを行っていただいている住

民の皆さんを中心に活動の輪を広げて 

いきたいと思います。また、今年度も

花いっぱい運動が始まりました。渋川

学区が、美しく緑豊かで犯罪のないま

ちとなるよう取り組んでいきますので、

住民の皆さんの協力をお願いします。 

8月 3日（日）、平和祈念戦没者追悼式典を開催 

健康福祉部会 
健康福祉部会では、8 月 3 日（日）に平和祈念戦没者追

悼式典を渋川市民センターで執り行います。過去の戦

争で、人生の最も輝かしい青春時代を戦場で過ごし戦

禍に倒れられた方々に対して、ご遺族の方々と共に追

悼と慰霊の意を表すとともに、この式典を通じ、過去を謙

虚に振り返り、戦争の悲惨さと平和の尊さを語り続け、世

界の恒久平和の実現に 

努めることを、改めて心

に刻みたいと思います。 

 

 

 

昨年度の式典の様子 

渋川学区まちづくり協議会 事業予定 
（7月～10月） 

 
8月 3日（日） 

9月 13日（土） 

9月 19日（金） 

9月 21日（日） 

10月 5日（日） 

10月 9日（木） 

10月 26日（日） 

平和祈念戦没者追悼式典 

渋川花踊り・総踊り 

第 3講座（人権講座） 

敬老会 

大運動会 

第 4講座（町懇打合せ） 

ふれあいまつり 

① 募集期間 

平成 26年 7月 1日（火）～9月 30日（火） 

 

③ 応募方法・規定 
●規定の応募用紙または任意の用紙に、氏名、
住所、学校名、学年、作品の意図や解説を記
入して提出してください。 

●小中学生の人については、保護者の同意が
必要です。 

●応募作品は自作で未発表ものに限ります。 
●一人何点でも応募できますが、用紙１枚につ
き 1点とします。 

●応募にかかる一切の費用は応募者の負担とし
ます。 

④ 制作方法 
●鉛筆、色鉛筆、クレヨン、マジックなどによる制
作のほか、パソコンなどで制作したものの貼り
付けやプリントアウトも可とします。 

⑤ 各賞 

最優秀賞  1名 1万円相当の商品券 

優 秀 賞 若干名 5千円相当の商品券 

●各賞は、シンボルマークとマスコットキャラクター
のそれぞれで選定します。 

② 応募対象 

草津市に在住・通勤・通学している人 

 

詳しくは、全戸配布した募集リー

フレットや渋川学区まちづくり協議

会ホームページ、『広報くさつ』 

8月 1日号をご覧ください。 

渋川学区のシンボルマークと      

  マスコットキャラクターを作ろう!  

子ども育成部会 
 

 

 

 

子ども育成部会では、渋川学区にふさわしく地域の方々

に広く愛されるシンボルマークとマスコットキャラクターを

募集します。 

※最優秀作品を基にデザイナーが編集しますので完成

度は問いません。 

⑥ 著作権について 
●最優秀作品の著作権、その他一切の権利は渋
川学区まちづくり協議会に帰属し、使用にかかる
対価は無償とします。 

●受賞者は当協議会が該当作品を使用するに当
たって著作者人格権を行使しないものとします。 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

平成 26(2014)年 7月 1日号        地域情報 渋川              第 40号(3) 

開講式 
5月14日(水)、さわやかに晴れ渡っ
たこの日、67人の受講生を迎え開
講式を行いました。昨年から引き続
き受講された60人と、今年から受
講された7人が出席し、井村廉運
営委員長の挨拶の後、運営委員が
紹介されました。 

6月 11日（水）、「親子リズム

体操」を開催しました。講

師に杉江のり子さんを迎

え、20 組の親子が音楽に

合わせて元気に体操に取

り組みました。また、七夕か

ざりも一緒に作成し、親子

で楽しい時間を過ごすこと

ができました。 

   お手軽おやつ作り 
～夏野菜を使って美味しく夏をのりきろう！～ 

5月30日（金）、高齢者等つどい推進事業「歌声広場♪オ
ンタイム♪」を開催しました。講師にミュージックセラピー
♪オンタイム♪のみなさんを迎え、参加者 59 人全員で
生き生きと歌ったり、呼吸法について学んだりして有意義
に過ごすことができました。 
音楽の力は大きく、歌う前と
後では、参加者の表情が変
わり、皆さんがより一層はつ
らつとした様子になったのが
印象的でした。 

と き：7 月 25 日（金） 

午後 1時 30分～3時 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター） 

小会議室１ 

対 象：市内在住・通勤・通学の 

60歳以上の人 20人 

参加費：1,000円（受講料と材料費） 

締 切：7月 19日（土）       （写真はイメージです）         

内 容：講師の指導のもと、簡単な「こけ玉作り」にチャ

レンジしてみませんか。みずみずしい緑の苔が

涼しげなこけ玉を部屋に飾って、涼を演出しま

しょう。皆さんの参加をお待ちしています。 

申込み・問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

＊詳しくは、町内会回覧と草津市ホームページでお知らせします。 

渋川公民館にもリーフレットを配置します。 

なお、諸事情により開催時期や内容を変更する場合があります。 

 

参
加
者
募
集 

 参加者募集 
高齢者等つどい推進事業 

人権講座 
「同和問題 高齢者の人権 子どもの人権 

～一人ひとりが、輝くために～」 
講師に草津市同和教育啓発講師団講師の最明寺住職・木
村清さんをお迎えし、誰もが幸せになれる権利である人権に
ついてお話しいただきました。人権侵害が起きている現状の
事例、差別を生む背景、部落差別のこと、そして人間の尊
厳についてわかりやすく説明していただきました。 

と き：8 月 5 日（火） 

午後 1時 30分～3時 30分 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター） 

調理室・和室 

対 象：市内在住・通勤・通学の 

60歳以上の人 18人 

参加費：250円（材料費） 

締 切：7月 26日（土）   

              

・トマトの冷製スープ（ガスパチョ） 

・餃子の皮を使ったミニピザ 

・ミルクかん 

※アレルギーのある人はご注意ください   （写真はイメージです） 

内 容：超・簡単、美味しい、お手軽なおやつ作り！ 

また家で作りたくなる品ばかりです。 

男女問わずご参加ください。   

申込み・問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

メ
ニ
ュ
ー 

高齢者等つどい推進事業 



 

歯並び相談無料 
＊電話かホームページにてご予約ください 

 

医療法人 白翔会 

橋本矯正歯科クリニック 

＊土日の午後は 2時～6時 

【休診日】 水・木・祝日・ 

第 1・3・5日曜日 

 

場所：草津市大路 1-14-1 

伽羅コート草津壱番館 B101 

電話：077-565-2412 

URL： http://www.hashimoto-ortho.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪新 料 金≫ 

 大会議室 その他の部屋 

午前 1,200円 400円 

午後 1,400円 500円 

夜間 1,800円 600円 

診察時間 月 火 水 木 金 土 日 

午前 

10時～ 

12時 
× × × × × ○ ○ 

午後 

2時～ 

7時 
○ ○ × × ○ ○ ○ 

第 40号(4)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 7月 1日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちクイズ・渋川 
Ｑ 今年１月に完成した、渋川小学校の全

校児童が身近にいる生き物を調べ、一
隻の大きな屏風画にまとめたものを
何というでしょうか。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ（１）「渋川生き物絵図」 
 （２）「渋川・風景の記憶絵」 
 （３）「渋川・ボクらはみんな 

生きている絵」 

前号の答え…（3）「伊佐々川」と「伊砂砂神社」 

公民館使用料を見直しました （お知らせ） 

『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。 

草津市では「第 2 次草津市行政システム改革推進計

画」に基づき、公共施設の使用料などの見直しが行われ

ました。7 月 1 日以降に申請を受付けた分から見直し後

の料金となります。ただし、6 月 30 日までに申請を受付

けたものは、7月 1日以降の使用でも旧料金が適用され

ます。 

 

≪クールビズを実施しています≫ 
渋川市民センター（公民館）では地球温暖化防止対策として、ク

ールビズを実施しています。会議室等を利用される場合、冷房は

室温が 28℃となるようご理解とご協力をお願いします。 
 

≪渋川市民センターの駐車場についてお願い≫ 
渋川市民センターをご利用の皆さんには、駐車場が満車になるこ

とがありご迷惑をお掛けしています。当センターは「渋川福複センタ

ー」という複合施設になっていて、2 階・障害者福祉センターと 3

階・発達支援センターに来館する人も駐車場を利用されますの

で、各種団体・サークルなどで団体利用される場合は、出来るだ

け乗り合わせてお越しいただきますようお願いします。 

≪渋川市民センター大掃除のお礼≫ 5月31日（土）に、渋川

公民館自主教室の皆さんと協働し渋川市民センター（公民館）

の一斉清掃を行いました。おかげさまで大変きれいになりました。

ご協力いただきました皆さん、どうもありがとうございました。 

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。7月
13 日（日）締切。【当日消印有効】今回のプ
レゼント賞品は、橋本矯正歯科クリニッ
クさん提供「デンタルケアセット」を 4
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。 

 

http://www.hashimoto-ortho.jp/

