
 

昨年 12 月に可愛いマスコットキャラクターが完成しました。このキャラクタ

ーの名前を今年１月末まで公募しましたところ、応募総数 66 点あり、その中

から選考会で次の方が選ばれました。 

 

泉
いずみ

 さつき さん  

（西渋川 2・渋川小 5年） 

三村
み む ら

 怜佳
れ い か

 さん  

         （渋 川 1・渋川小 2年）                            

 

2月21日㈯「花植え・じゃがいも植え」の日に名前を発表するとともに表彰し

ました。愛くるしい容姿にピッタリの名前になりました。“しぶはなちゃん”は、地

域の皆さんに作ってもらったかわいいマスコットキャラクターです。今後はさまざ  

まなグッズにマーキングするなど、広

報宣伝にも力を入れ、渋川学区を盛

りあげて地域の活性化のため活用し

ていきたいと思います。      

皆さん！これからも“しぶはなちゃ

ん”をよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （子ども育成部会） 

 

                                     

 

 

 

 

 

      

                         

 

泉さつきさん(左)と三村怜佳さん 

 

   

 

                                              

  

 

 

 

         

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 27 年 3 月 31 日現在） 

人口 8,928 人 

男性 4,474 人  女性 4,454 人 

世帯数 3,910 世帯 
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『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 

“しぶはなちゃん” 
交通事故防止注意喚起看板
で登場！ 
 当協議会では、マスコットキャラクタ

ー “しぶはなちゃん”のデザインをアレ

ンジした交通事故防止注意喚起看板

「飛び出し しぶはなちゃん」を作成し、

渋川学区の街角に設置しました。この

「飛び出し しぶはなちゃん」は、渋川

学区のさまざまなところで見ることがで

き、登校・下校時の子どもたちを優しく

見守ります。 

当協議会では、設置要望があった

14 町内会に順次配布し、所定の箇所

へ設置しました。当学区民や草津市民

をはじめ、全国の皆さんに愛されるよう

に取り組んでまいります。 

 

   

 

      



草津市総合防災訓練 

平成 27年度、草津市総合防災訓練を市と合同で 

開催します。詳しくは後日お知らせします。 
 

 ≪日時≫ 11月 15日㈰ 

       午前 8時 30分～正午 

 

2月 20日㈮、人権活動の総括として人権実践の集い

を開催しました。昨年度モデル町の北町第五町内会と

渋川小学校ＰＴＡの活動発表に続き、高木和久さんを講   

師にお招きして、「子どもの人権

～いじめと体罰～」についての講

演をしていただき、皆さんの表情

に真剣さがあふれていました。 

もらい、大きくておいしいじゃ

がいもができるのを楽しみに、

種いもを植えました。植えた

後、かまどベンチで作ったとん

汁と、おにぎりで 
 

トもあり、みなさんに満足して

もらえ、楽しい一日を過ごす

ことができました。畑では 2月

に植えたじゃがいもの芽がだ

いぶん大きく育ってきました。

6 月中旬に「じゃがいも収穫

体験」を実施しますので皆さ

んの参加をお待ちしていま

す。 

 

 
 
 

お腹いっぱいになりました。お花のプレゼン 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

花植えとじゃがいも植えでふれあい体験！ 

子ども育成部会 
2 月 21 日㈯、寒い冬の合間の暖かい日、多くの人が参

加して「花植えとじゃがいも植え」を行いました。 「花植え」

は、㈱エターナル・草津園芸の人に指導してもらい、かわい

いビオラをプランターに、大鉢には素敵な寄せ植ええを親

子で楽しく植えました。色とりどりのきれいな花で、卒業式・

入学式をお祝いすることができました。「じゃがいも植え」

は、地域の人が早くから土を耕し畝を作って植える準備をし

てくれました。当日も地域の 

人とＪＡの人にお手伝いをして 
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まちづくり研修会で地域のつながり深まる 

地域安全コミュニティ部会 

昨年度のまちづくり研修会を 2月 14日㈯に開催しまし

た。「巨大災害に備えて、私たちにできること」と題して、Ｎ

ＰＯ法人「神戸の絆 2015」専務理事の金芳外城雄さん

を講師にお迎えし、講演を行いました。阪神大震災が起

きたときのすさまじさや人命救助から始まった初期活動、

避難所開設・運営、復興と生活再建への取り組み、また

ボランティア元年といわれた全国からの支援が大きな力

になったことなどを話されました。 

この研修会を通じて学んだことは、地域防災の備えと

して 「知識・見識・胆識」 「行動してこそ知識が生きる」 

異文化コミュニケーションで交流深める 

教育文化スポーツ部会 
昨年度まちづくり計画事業の一環で、1月 24日㈯、渋

川学区にお住まいの外国籍の人に日本の食文化を知っ

てもらうための交流会を開催しました。はじめに国籍や日

ごろの生活など、自己紹介をしてリラックスしてもらいまし

た。餅つきは昔からおめでたい行事として今に伝わってい

るという話の後、実際に体験してもらいました。つきたての

きなこ餅を試食し、皆さん大喜びでした。こま回しや輪な

げ、めんこなどもいっしょに楽しみました。 

また次回も開催してほしいとの声 

がたくさんあり、みんなで充実した 

時間を過ごすことができました。 

人権実践発表の集い 

     

 

 

渋川学区まちづくり提案箱 運用を開始！ 

健康福祉部会 
渋川学区のまちづくりに関する建設的な提案をいただく

ために、今年 2月 1日からまちづくり提案箱の運用を開始

しました。設置場所は、渋川北会館、渋川南会館、渋川

西会館、渋川市民センターの 

4か所です。お寄せいただい 

た提案は、原則として月１回 

回収し、当協議会理事会で 

協議・検討し、今後の取り組 

みに生かしていきます。 

 

 

 

この考えで、今後の防災事

業を充実したものにして、強

く優しくつながりのある渋川

学区のまちづくりができたら

いいなと思いました。 

 

 



 

 

 

                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 内 容 

 6月初旬 土曜日 調理体験 

 7月中旬 土曜日 ディキャンプ 

10月初旬 土曜日 科学実験 

12月中旬 土曜日 調理体験 

 1月初旬 土曜日 調理体験 
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渋川やすらぎ学級は、公民館での学習や活動を通して、

高齢者の仲間づくりや生きがいづくりを目的としています。 
 

5月 13日㈬ 開講式・人権講座 

6月 10日㈬ 春の館外研修 

7月  8日㈬ 健康講座 

9月  9日㈬ 福祉講座 

11月 18日㈬ 秋の館外研修 

12月  9日㈬ 健康講座 

来年 1月 20日㈬ お正月行事 

3月  9日㈬ 閉講式・お楽しみ会 

  

 

 

「わんぱくプラザ渋川っ子実行委員会」は、児童たちの学校外での活動を

とおして、自ら進んで考え行動する力の育成を目的に、有志で活動続けて

います。現在、一緒に活動できる人を募集しています。保護者や子どもと接

するのが好きな人、学生、子育てが一段落した人など、幅広い世代のメンバ

ーを随時募集しています。興味のある人は、連絡いただきましたら、代表か

ら詳しく説明します。多くの人の参加をお待ちしています。 

          わんぱくプラザ渋川っ子実行委員会  代表 大庭 幸治 

          連絡先：077-569-0350 （草津市渋川市民センター） 
 

 

★詳しい内容は、渋川小学校をとおして事業毎にリーフレットを配布しますのでご覧ください。 

 リーフレットは渋川公民館にも配置します。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。 

実行委員募集中！ 

高齢者等つどい推進事業は、高齢者等の公

民館の利用促進と、高齢者等のふれあいを深め

ることなどを目的としています。  

 

8月 31日㈪ シネマ上映会・健康体操 

来年 2月 10日㈬ シネマ上映会・健康体操 

   

*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。リーフレ

ットは渋川公民館にも配置します。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。 

人権講座は、住みよいまちづくりを進めることや地域の教
育力を高めることを目的として、どなたでも参加できます。 

7月 25日㈯ 人権コンサート 

ミュージックセラピー♪オン・タイム♪の皆さんを 

講師に迎えます。楽しみながら一緒に学びましょう。 

8月下旬    人権講座（渋川まち協と共催） 

家庭教育支援講座は、親子のふれあいと子育て

世代の交流を目的として開催します。参加をお待ち

しています。 

6月 29日㈪ 親子リズム体操 連続講座 ① 

7月  2日㈬ 親子リトミック   連続講座 ② 

時  間：午前 10時～11時 30分 

対  象：2歳以上の未就園児と保護者 20組 

参加費：600円 （2回分の受講料） 

講  師：ぴょんぴょんＫＩＤＳ  杉江のり子さん 

内  容：リズム体操・リトミックと 

簡単な工作 

申込み：渋川公民館    

締切り：6月 20日㈯ 

 参加者募集 

 

※やすらぎ学級は途中からでも受講できます。 

申込金は 4,000円です。 

お問い合わせは、渋川公民館までお願いします。  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMG7IbLtT8RIAQAeU3uV7/SIG=12qrg89g9/EXP=1404878408/**http:/www.medicare-anshin.com/menu08/images/illust3338[1].png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuNHanpjBV.1cA8TeU3uV7/SIG=1209k319f/EXP=1429338151/**http:/kids.wanpug.com/illust/illust2251.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHF3qjBVlh0AogWU3uV7/SIG=120058pr7/EXP=1429339127/**http:/www.homepartner.jp/buy/jiibaa2211.png


 

 

                                                         

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後列 左から） 

渋川市民センター 
 

職 員   小半博美 
所 長   武村  彰 

職 員   中山香織 

  
（前列 左から） 

渋川学区まちづくり協議会 
 
事務局員    南田菊江 

事務局次長   西嶋克谷 

事務局員     小玉和子 
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わがまちクイズ・渋川 
Ｑ 現在はＡ・ＳＱＵＡＲＥになってい

る、かつて存在した「草津競馬場」の

コース種別、コース全周、一日あたり

のレース数は次のうちどれだったで

しょうか 

 

Ａ (1)芝コース、2000 ﾒｰﾄﾙ、10 ﾚｰｽ 

   (2)ダートコース、1600 ﾒｰﾄﾙ、11 ﾚｰｽ 

  (3)砂コース、1000 ﾒｰﾄﾙ、12 ﾚｰｽ 

 前号の答え …（２）レールセンター 

『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、渋川まち協事

務局「わがまちクイズ・渋川」係へ。 

5月 31日(日)締切。【当日消印有効】 

今回のプレゼント賞品は、吉川芳樹園

さん提供「豊作むぎ茶ティーバッグ入り

(5袋)」を 5名様に差しあげます。 

≪応募者多数の場合は 

抽選≫となります。 

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。 

 

業務内容：諸証明発行業務（戸籍・住民票・印鑑証明・           

年金等の現況届証明・所得証明・課税証明など） 

市指定ごみ袋の引き換え・販売、粗大ごみ処理券

販売 

業務日時：月曜日から土曜日 

         午前 8時 30分～午後 5時 15分 

       （ただし、日曜・祝休日・年末年始（12/29～1/3） 

は休み） 

 ※諸証明の発行には、運転免許証・住基カード・パスポート 

などの本人確認ができるものを持参してください。  

（顔写真付きで身分証明ができるもの） 

 

 

 

 

             

 

 

 

職員の紹介 よろしくお願いいたします 
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渋川学区に新しい集会所ができました。さわやかな

ライトグレーのとてもきれいな集会所です。西渋川東

公園隣の日当たりのよいところにあります。近くに行

かれたときは、ぜひお立ち寄りください。 

 


