
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 月 30 日現在） 

人口 8,807 人 

男性 4,425 人  女性 4,382 人 

世帯数 3,852 世帯 

平成 27(2015)年 1月 15日       地域情報 渋川                第 44号(1) 

『渋川・風景の記憶絵』と渋川学区のシンボルマーク・マスコットキャラクター 

皆さまにおかれましては、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理解ご協力いただき厚くお礼申しあげます。 

さて、昨年草津市は市制 60 周年を迎え、民間調査で毎年発表されている「住みよ

さランキング」の西日本エリアで 1位に輝きました。また、青色発光ダイオード（LED）の発

明により日本人 3 人がノーベル物理学賞を受賞され、日本人の研究成果が世界に

認められました。反面、8月の広島市豪雨災害や 9月の御嶽山噴火では各地が甚 

大な被害を受けました。しかし、11月の長野県北部地震では、最大震度 6弱の大きなゆれで全半壊した建

物があったにもかかわらず、地域住民などの迅速な救助により、家屋の下敷きになった人は全員助け出さ

れました。昨年、当協議会が実施した防災訓練には 400 人以上の参加があり、皆さまの防災に対する関

心の高さを感じました。現在、少子高齢化や独り暮らしの世帯の増加で地域コミュニティが希薄になりがち

ですが、皆さまが安心して暮らせる渋川学区の協働のまちづくりをさらに進め、地域の絆を深めていきたいと

思っております。 

当協議会は、設立から二年が経過した今年、当学区の将来像 ～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋

川～ の実現に向けて、各町内会をはじめ各種団体の皆さまと協力しながら、さまざまな活動に取り組んで

まいります。学区全体の地域力を高めるためにも、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まして年

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 

渋川学区の皆さん、はじめまして。このたび、渋川学区マスコットキ 

ャラクターに私が選ばれました。今後は、渋川まち協が実施するさ 

まざまな機会に登場しますので、どうぞよろしくお願いします。同時 

に、渋川学区シンボルマークも右記のデザインに決まりました。 

現在、私の名前（ネーミング）を募集しています。詳しくは、ホームページか昨年末に

配布した号外を見てくださいね。たくさんのご応募お待ちしています！ 
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渋川学区まちづくり協議会 事業予定 
（平成 27年 1月～3月） 

 
異文化コミュニケーション 

（もちつき） 

まちづくり研修会 

町内学習懇談会・実践発表のつどい 

花植え・じゃがいも植え 

マスコットキャラクターの名前発表 

1月 24日（土） 

  

2月 14日（土）  

2月 20日（金） 

2月 21日（土）  

色とりどりの花々で 卒業式を盛り上げましょう 

子ども育成部会 
渋川小学校で 3月に行われる平成 26年度卒業証書授

与式に向けて、今年も色とりどりの花々で卒業生と保護者

をお祝いするため、花植えを行います。併せて、毎年大

好評の「じゃがいも収穫体験」で収穫するための種いも
．．．

も

植えます。皆さんの参加をお待ちしています。 
 

日 時：2月 21日（土） 午前 10時集合 

場 所：渋川小学校 プール横の畑 

＊詳しくは町内会を通じ全戸配布する 

リーフレットをご覧ください。 

クリスマスふれあいコンサート  歌声は熱く 

子ども育成部会 
昨年 12月 6日（土）、渋川小学校体

育館でクリスマスふれあいコンサートを開催しました。今回

は会場にクリスマスツリーを飾ったり、出演者が赤いサンタ

帽をかぶったりして音楽と共に賑やかなクリスマスの雰囲

気も楽しんでいただきました。草津中学校の吹奏楽部の

皆さんからは NHK でよく放送されている曲など元気いっぱ

いの演奏を、またティンカーベルの皆さんからは冬らしい

きれいな澄んだ音色のクリスマスソングメドレーを聴かせて

いただきました。最後は草津クワイアの皆さんによるゴスペ

ルでした。パワフルな歌声の魅力に、だれもが引き込まれ

ていきました。平田ゆりさんのリードで、草津中学校の生徒

を含めた 280 人全員で「Oh happy day」を大合唱して終

わりました。 

参加者からは「 

迫力ある音楽で 

最高だった」な 

などの感想が寄 

せられました。 

渋川学区防災訓練に学区民 400人以上が参加 

防災事業実行委員会 
昨年 11月 24日（月・振休）、渋川小学校の運動場と体育館

で渋川学区防災訓練を開催しました。阪神淡路大震災か

ら 20 年が経ちましたが、その後も各地で地震や豪雨、火

山噴火などさまざまな自然災害が続いています。幸い、私

たちの住む渋川学区は自然災害の少ない地域ではありま

すが、地震はいつどこで起きるかわかりません。万一の災

害時に備えて学区全体で減災に取り組むため、今回は草

津市消防団第七分団をはじめ、防災士や西消防署、自

衛隊の皆さんをお迎えし、大規模な防災訓練を実施しまし

た。当日は、400 人を越える参加者が各町内会に分かれ

て、チェーンソーや発電機の使用方法を学んだほか、

HUG（避難所運営ゲーム）や煙が充満する中での避難、がれき内

の救助、炊き出しなどのさまざまな訓練を体験しました。渋

川学区のだれもが安心して住めるまちづくりを進めるため、 

まちづくりに対する建設的な提案を募ります 

健康福祉部会 
当協議会では、渋川学区のより良いまちづ 

くりを進めていくために、地域の皆さんのご 

意見を伺い、今後取り組む事業に反映さ

せていきたいと考えています。そのため、渋川西会館と南

会館、北会館と渋川市民センターの 4 か所で「まちづくり

提案箱」の設置に向けて準備を進めています。まちづくり

に対する地域の皆さんからの建設的な提案をお待ちして

います。 

＊詳しくは町内会を通じ全戸配布するリーフレットをご覧ください。 

さまざまな国籍の人たちと交流を深めましょう  

教育文化スポーツ部会 
1 月 24 日（土）、渋川学区にお住まいの外国籍の人との交

流を深めることを目的に『異文化コミュニケーション』を開

催します。当日は、日本の伝統文化である餅つきを行い

ます。臼と杵を使って一緒に餅つきをしたり食事をしたりし

て、お互いの国の文化などに対する理解を深めましょう。 

皆さんの参加をお待ちしています。 
 

日 時：1月 24日（土）午前 10時～午後 2時 

場 所：渋川市民センター 大会議室・駐車場 

＊申込んだ人は、当日気を付けてお越しください。 

今後はよりリアリティのあ

る防災訓練へとレベルア

ップし、学区民主導で取

り組んでいく必要がありま

す。一人ひとりが自助の

あり方について考えてい

きましょう。 
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＊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。 

新春２週連続企画！ 
時が経っても色あせない思い出と名作。あの日、あの人

と観た懐かしい作品で心を熱くし、また映画鑑賞の前に

はストレッチで体を温めます。心身ともにリラックスする

ひとときを過ごしませんか？ 

 

『風と共に去りぬ』 
 

と き：1 月 19 日（月）（前編） 

    1 月 26 日（月）（後編） 

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 

講 師：日本 3Ｂ体操協会 認定指導者  

末廣 晴美先生 

対 象：草津市在住・通勤・通学の 60歳以上の人 

定 員：50人程度 

参加費：無料 

※動きやすい服装と靴で 

お越しください。 

申込期限：1月 17日（土） 

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 

昨年 11月 8日（土）、第 2回人権講座「一人語り『三吉の

涙』」を開催しました。講師に世直
よ な お し

歩
あゆむ

さんを迎え、54 人の

参加者が笑いあり涙ありの講話に聞き入っていました。

『三吉の涙』の語りでは、さまざまな役を見事に一人で演

じ分けておられて、差別に対して将棋に勝つことで立ち

向かう三吉の様子がよくわかりました。懐かしい歌も聞か

せていただきながら身近な家族や地域の人に思いやりを

もって接していくことの大切さを学びました。 

昨年 11月 12日（水）に、第 6回「オレオレ詐欺に遭わないために」を開催

しました。講師は、滋賀県消費生活コンサルタント協会の皆さんです。ユ

ーモアたっぷりの演技に受講生の皆さんは笑っていましたが、内容には熱

心に聞き入っていました。 

また 12 月 10 日(水)には、第 7 回「手話ダンスで、楽しく手話を学ぼう」を

開催しました。講師は、ゆうゆうびと[AI・AI]の皆さんで、いろんな音楽に合

わせて踊っていただきました。曲に振り付けをしたダンスのように見えまし

たが、動作はすべて意味のあるものでした。次に「聞こえないってどういう

こと？」と題しまして、子どもを育てた実体験を話していただきました。受講

生にとって馴染みのある歌を手話で表現するとどうなるかを、一語一語覚

えた後、曲に合わせてみんなで踊りました。最後に[AI・AI]のみなさんから

手話で、メッセージをいただきました。写真は「ありがとう愛を」です。 

「オレオレ詐欺に遭わないために」の様子 

昨年 12 月 2 日（火）、高齢者等つどい推進事業で「絵て

がみ教室 ～年賀状を描いてみませんか？～」を開催

しました。参加者は、まず筆で線を描く練習から始めて

心と体を落ち着かせました。次に色づいた落ち葉の実物

を見ながら墨で輪郭を描き、少しずつ淡い黄や緑の色

を置いていくように塗るということを学びました。このあと

見本を参考にしながら年賀状にチャレンジしました。消し

ゴムで作成した簡単な落款を押して、思い思いの未
ひつじ

年

の年賀状が完成しました。初めて体験した人からは「離

れて暮らす家族に出す年賀状を絵てがみで描いてみた

い」との感想がありました。 

手話で「ありがとう愛を」と表現 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMG7IbLtT8RIAQAeU3uV7/SIG=12qrg89g9/EXP=1404878408/**http:/www.medicare-anshin.com/menu08/images/illust3338[1].png
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わがまちクイズ・渋川 
Ｑ 現在は近鉄百貨店とマンションに

なっている、蒸気機関車の給水所
や給炭所、転車台や赤レンガ倉庫
などがあった旧国鉄の施設は何で
しょうか。 

 
Ａ（１）鉄道管理局 
 （２）レールセンター 
 （３）総合車両所 

 前号の答え …（１）タラヨウ 

『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。 

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。 
1 月 31 日（土）締切。【当日消印有効】今回
のプレゼント賞品は、タニタフィッツミ
ーエルティ草津店さん提供「福袋」（賞品
詰合せ）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。 

 

 市民税・県民税申告相談会のお知らせ

≪渋川市民センター（公民館）年末大掃除のお礼≫  
昨年末に、利用者や地域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。 

≪館内でのウォームビズの取り組みについて≫  
草津市では、地球温暖化防止対策としてウォームビズに取り組んで 

います。館内で暖房を利用される場合は、室内温度が 20℃となる 

ようご理解とご協力をお願いします。 

≪収集ボランティアにご協力を≫  
当センターでは、収集ボランティアに取り組んでいます。ペットボトルキャップや

アルミ製リングプル、ベルマークや古切手、使用済みインクカートリッジなどを

収集しています。収集したものは、それぞれ障害者福祉施設や渋川小学校

PTAなどへ寄贈することで、社会貢献活動に参画しています。 

と き：平成 27年 2月 23日（月）午後 1時～3時 30分 
ところ：渋川市民センター 大会議室 
備 考：受付番号札の配布は午後 0時 45分から行います。 

駐車場がたいへん混雑しますので、車での来場はで
きるだけ控えてください。 
※詳しくは『広報くさつ』2015年2月1日号「特集 税
の申告」をご覧ください。 

 
問合せ：草津市税務課市民税グループ 

電話 （077）561-2309 
FAX （077）561-2479 

草津市内の市民センター

（公民館）で、駐車している

車両の窓ガラスを割るなど

して、バッグや貴重品が盗

まれる被害が多発していま

す。少しの時間であっても

車内にバッグなどを置いた

ままにせず、被 

害に遭わないよ 

うに注意しましょ 

う。 


