
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

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://kusatsu.or.jp/machikyou./shibukawa/ 

渋川学区（平成 26 年 7 月 31 日現在） 

人口 8,701 人 

男性 4,377 人  女性 4,324 人 

世帯数 3,823 世帯 

平成 26(2014)年 9月 1日号        地域情報 渋川              第 41号(1) 

『渋川・風景の記憶絵』 

地域の愛情たっぷり『新じゃが』が大豊作！ 

子ども育成部会 

昨年度、地域の皆さんや子どもたちと協働で渋川小学

校の畑に植えたじゃがいもが、いよいよ収穫時期を向か

え、6 月 21 日（土） に『じゃがいも収穫体験』を開催しまし

た。毎年大勢の参加があり、今年は昨年の 2 倍以上の

190 人が集まりました。じゃがいもの栽培は、種いもを植

える前の土作りから始まります。まず、畑を耕し肥料や石

灰・もみ殻・砂を入れ豊かな土壌の畑にしていきます。

地域の皆さんが中心となって種いもを植えるまでの畑の

準備をしていただきました。芽が出てからは、部会員も

加わって雑草を取ったり芽引きをしたりしました。花が咲

き始めるころには児童たちが生長を観察し、大人も子ど

もも収穫の日を楽しみに世話を続けてきました。その甲

斐あって大豊作となり、子どもたちは、じゃがいもの大きさ

と収穫量の多さに大喜びで、夢中で掘りおこしていまし

た。かまどベンチで茹でて、みんなでホクホクの“渋川産

直の新じゃが”を味わいました。地域の多くの大人と子ど

もが収穫という体験をとおして交流を深める 

ことができる良い機会となりました。 

今日の平和と繁栄に感謝の誠を捧ぐ   

平和祈念戦没者追悼式典 

健康福祉部会 
8月15日の終戦記念日を前にして、8月 3日（日）、渋川

市民センターで渋川学区平和祈念戦没者追悼式典を

厳かに執り行いました。過去の戦争で、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の御尊霊に対

し、ご遺族や来賓の方々など51人の参列者が追悼と慰

霊の意を表すとともに悲惨な戦争を二度と繰り返さない

と誓いの言葉が述べられました。このあと一人ずつ献花

し心をこめて拝礼をして式典を終えました。次の世代に

平和の尊さを語り継ぎ、世界中の平和の実現に努める

ことを心に刻みました。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 41号(2)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 9月 1日号 

渋川学区まちづくり協議会 事業予定 
（9月～12月） 

 

地域とふれあい地球と触れ合う大運動会！ 

教育文化スポーツ部会 
10 月 5 日（日）、渋川スポーツ振興会と共催で渋川学区

大運動会を開催します。昨年度の総合優勝は中出第

四町内会でした。大運動会をとおして地域住民の交流

を深めつつ、各町内会一致団結し優勝をめざしてお互

い頑張りましょう。詳しくは、町内会を 

通じて全戸配布しましたプログラムを 

ご覧ください。 

教育文化の伝承と創造を…『渋川の花踊り』 

教育文化スポーツ部会 

9月 13日（土）、午後 8時から伊砂砂神社の灯明
とうみょう

祭
さい

で渋

川花踊り保存会の『渋川の花踊り』が奉納されます。この

踊りの起源は、応仁 2(1468)年の神社建立の翌年、干

ばつの際村民が雨乞い祈願を行ったところ、幸いにも降

雨があり、そのお礼の踊りとして神前に奉納したのが最初

だと伝えられています。保存会の皆さんは、この踊りを受

け継ぎ伝承していこうと日々活動されています。渋川の

伝統民俗芸能に触れることができる良い機会ですので、

地域の人はもちろん多くの人に見学に来ていただければ

と思います。詳しくは、町内会を通じて全戸配布しました

『渋川の花踊り』の開催案内リーフレットをご覧ください。 

地域をあげて敬意と感謝！「敬老会」を開催 

健康福祉部会 
健康福祉部会では、70 歳以上の人を対

象に、敬老会を開催します。多年にわたり社会や地域に

貢献してこられたことに感謝を表し、皆さんのご長寿をお

祝いします。詳しくは、各町内会長を通じ配布いたしまし

た案内状をご覧ください。多数のご参加をお待ちしてい

ます。 

開催日時：9月 21日（日）午前 11時から 

（受付は 10時 30分から） 

開催場所：渋川小学校 体育館 

（上履きをご持参ください） 

～ 安全で安心して暮らせる環境整備 ～  

  10か所に地域安全（防犯）カメラを設置    

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、まちづくり計画事業の一

環として、7 月下旬に滋賀県警察地域安全カメラ貸付

設置支援制度の事業採択を受け、渋川学区内 10か所

に地域安全（防犯）カメラを設置しました。このことで、さ

まざまな犯罪の抑止効果が期待でき 

るとともに、万が一犯罪が起こった場 

合でも証拠映像を記録することで容 

疑者の検挙に威力を発揮します。 

安全・安心で思いやりのあるまちづく 

りが一歩進んだようです。 
 

設置場所 町内会 

卯田畳店前銅像横 渋川１-3 渋川南 

渋川東会館手前十字路 若竹町 3 渋川中町第二 

佛乗寺斜前 渋川 1-9 渋川中町 

前田第二駐車場前 渋川 2-1 北町第一 

渋川二丁目ロータリー 渋川 2-8 北町第三 

きらら公園〔北側〕 
西渋川 1-18 中出第一 

きらら公園〔南西側〕 

渋川西会館敷地内 西渋川 1-5 中出第二 

自転車等保管返還管理事務所 西渋川 1-10 中出第三 

（仮称）中出第三会館敷地角 旧県立短大跡地 ― 

 

渋川の花踊り・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） 

すこやかセミナー 

ふれあいまつり 

     街あかり華あかり夢あかりに参加 

人権講座 

球技大会 

防災事業 

散在性ごみ一斉清掃・不法投棄監視活動  

 

町内学習懇談会 

ふれあいコンサート 

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 11日（土） 

10月 26日（日） 

11月 7日（金）～8日（土） 

11月 8日（土） 

11月 9日（日） 

11月 24日（振休） 

11月 30日（日） 

11月～ 

来年 1月 

12月 6日（土） 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

平成 26(2014)年 9月 1日号        地域情報 渋川              第 41号(3) 

8月 5日（火）、高齢者等つどい推進事業

「お手軽おやつ作り」を開催しました。16

人の参加者で、餃子の皮を使ったミニピ

ザなど 3 つのメニューを草津市健康推

進員連絡協議会渋川学区の 

皆さんと一緒に作りました。 

7月 25 日（金）、高齢者等つどい講座で「こけ玉作り講座」
を開催しました。22 人の参加者がパキラやハツユキカズ
ラなどを使って涼しげな『こけ玉』を作りました。また、講
師からｴｺ・プラントについても学びました。参加された 
皆さんからは、とても楽しく学べたと好評でした。 

と き：9 月 19 日（金） 

午後 7時 30分～9時 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター） 

大会議室 

対 象：どなたでも参加できます（申込不要・無料） 

テーマ：「障がい者のいま、これから」 

今回は、ＮＰＯ草津手をつなぐ育成会の理事

長である三木敏至さんを迎え、渋川学区まち

づくり協議会教育文化スポーツ部会と共催で

開催します。すべての人が安心して暮らせるよ

う一緒に学びましょう。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 

渋川公民館講座 

～懐かしい映画であの頃へ～ 参加者募集中です 

上映作品：「ローマの休日」（日本語吹替版） 

主演：オードリー・ヘプバーン 

監督：ウィリアム・ワイラー 

上映が終ったあと、軽い運動でストレッチします 

3Ｂ体操講師：日本 3Ｂ体操協会認定指導者 

   末廣 晴美 先生 
 

と き：9 月 16 日（火） 

午後 1時 30分～4時 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター）大会議室 

対 象：草津市在住・通勤・通学の 60歳以上の人       

参加費：無料         （50人程度予定） 

持ち物：タオル・水分補給用の飲み物 

※動きやすい服装と靴でお越しください。 

申込期限：9月 10日（水） 

申込み・問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

高齢者等つどい推進事

業 

 

 参加者募集 

試食したあとは「夏の食事と

健康管理」について学びまし

た。参加者同士で食につい

ての会話も弾み楽しい時間

を過ごしました。 

7 月 9 日（水）、渋川公民館で環境講座「地球にやさしいごみの分別」を開催しました。

やすらぎ学級受講生のほか一般の人にも参加していただきました。講師から、ごみの

分別は昭和 40年の 2分別から平成 23年 10月の 11分別に段階的に変化してき

たことや、市のクリーンセンターは一日 150ｔの処理能力があること、また市の 1 人 1

日あたりのごみの量は平成 16 年度の 985ｇから平成 25 年度の 838ｇへと減り続け

ていることなど説明いただきました。このあと、参加者からの質問にも丁寧に答えてい

ただきました。参加者は、ごみを減らし資源として利用するためには、細かい分別がど

うしても必要であることを知り、ごみの分別に取り組む思いを新たにしていました。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMG7IbLtT8RIAQAeU3uV7/SIG=12qrg89g9/EXP=1404878408/**http:/www.medicare-anshin.com/menu08/images/illust3338[1].png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41号(4)              地域情報 渋川        平成 26(2014)年 9月 1日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちクイズ・渋川 
Ｑ 渋川北会館の北東側にある、昭和

3(1928)年にポンプ小屋が設置され
た、渋川二丁目と栗東市中沢の間
に現存する農業用水溜池は何とい 
うでしょうか。 

 
Ａ（１）菖蒲（あやめ）池 
 （２）丁子（ちょうじ）池 
 （３）宝（たから）が池 

 前号の答え …（１）「渋川生き物絵図」 

『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。 

市役所市民課で発行している写真付き住民基本台帳カ

ード（住基カード）は、本人確認書類として、次のような場

合に使うことができます。 
 

・金融機関で口座を新規に開設するときの証明 

・高齢者などの運転免許証の返納後の本人確認書類 

・市役所窓口などで住民票の写しなどの交付を請求する

ときの証明 
 

住基カードの申請ができる人は、草津市の住民基本台帳

に登録されている人です。 

申請時間は午前9時～午後4時30分で、手数料は500

円です。詳しくは、市役所市民課077-561-2344 まで

問い合わせてください。 

≪指定ごみ袋引換券の期限について≫ 
 

草津市指定ごみ袋引換券で「引換券は

平成 26年 9月 30日（火）まで有効です」

と記載されているものは、この期限を過

ぎると引き換えできなくなります。 

渋川市民センターでは、指定ごみ袋の

引き換えや販売もしていますので、ぜひ

お早めにご利用ください。 
 

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。9月
15日（月・祝）締切。【当日消印有効】今回の
プレゼント賞品は、フィッツミーエルテ
ィ草津店さん提供「ウォータークールタ
オル」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。 

 

見 
 

本 

協働のまちづくりを進めよう！ 

『市長とまちづくりトーク』で議論 

7 月 23 日㈬、渋川まち協では橋川市長をはじめ草津

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。「全国にＰＲできる歴史を渋 

川から」と「子どもが安全・安心して暮ら 

せる、また通学できるには」をテーマに、 

活発な意見交換が行われました。 

こんなときに便利な住基カード 

渋川学区の皆さんと市行政が

連携し、地域課題の解決に向

けて、なお一層“協働のまちづ

くり”を進めていきます。 

タニタの健康体操教室 

☎077-599-1188 

会員様は 50～70代が中心

です。あなたも筋トレで 10

歳若い体になりませんか？ 

 

あなたも運動適齢期？ 

フィッツミーエルティ草津店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


