
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成 27年度主な事業予定 

日程 事業内容 日程 事業内容 日程 事業内容 

6/7 夏季球技大会 9/27 敬老会 11/28 ふれあいコンサート 

6/20 じゃがいも収穫体験 10/4 運動会 11/29 散在性ごみ一斉清掃 

7/～ 花いっぱい運動 10/25 ふれあいまつり 11/29 不法投棄監視活動 

8/25 人権第３講座 10/～ 町内学習懇談会 H28.1 まちづくり研修 

9/5 すこやかセミナー 11/6、7 街あかり・華あかり・夢あかり 2/12 人権実践発表の集い 

9/13 花踊り・総踊り 11/8 秋季球技大会 2/20 花植え ほか 

9/18 人権第４講座 11/15 総合防災訓練（市と合同）   

まちづくり計画事業 
＊防犯カメラの設置 ＊渋川・風景の記憶絵の活用 ＊花踊りの伝承とＰＲ 

＊渋川未来図の製作 ＊文化交流会の開催 ＊マスコットキャラクターの活用 

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 5 月 31 日現在） 

人口 9,002 人 

男性  4,501 人  女性 4,501 人 

世帯数 3,938 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” 

5 月 17 日㈰、渋川学区まちづくり協議会平成 27 年度定期総会を開催しました。評議員 72 人の出席を含め総勢

90人の参加で、議案審議の結果、原案どおり可決しました。 

議案審議 

＜第 1号議案＞平成 26年度事業報告について 

＜第 2号議案＞平成 26年度決算報告および会計監査報告について 

＜第 3号議案＞規約の一部改正（案）について 

＜第 4号議案＞平成 27年度役員および理事の選任（案）について 

＜第 5号議案＞平成 27年度事業計画（案）について 

＜第 6号議案＞平成 27年度当初予算（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

平成 27年度渋川学区まちづくり協議会理事・役員・正副部会長 

【役員】                                 【理事】 

所属 理事氏名 

渋川南町町内会 卯田  公一 

渋川南二町内会 高田  穣 

渋川南三町内会 佐藤  徹 

渋川中町町内会 上田 忠信 

渋川中町第二町内会  池本 拓雄 

北町第一町内会 中村 成行 

北町第二町内会 川那辺 健治 

北町第三町内会 中村  繁樹 

北町第四町内会 村田  高三 

北町第五町内会 長本  公男 

中出第一町内会 西村  幸容 

中出第二町内会 西村  健治 

中出第三町内会 青木  好治 

中出第四町内会 鉤    俊二 

中出第五町内会 滝本  正弘 

地域安全コミュニティ部会 
部会長    武内 優介 

副部会長  吉田 幸信 

健康福祉部会 
部会長   和田 一郎  

副部会長  出呂町 馨 

子ども育成部会 
部会長    澤村   忍 

副部会長  梅景 聖夜 

教育文化スポーツ部会 
部会長    馬場 善和 

副部会長  山田 博和 

  

平成 27年度渋川学区まちづくり協議会役員紹介 

 
 

 

 

 

 

       会長 中村 繁樹     副会長 中村 成行    副会長 鉤 俊二      会計 池本 拓雄 

 （北町第三町内会）     （北町第一町内会）    （中出第四町内会）    （渋川中町第二町内会） 
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（敬称略） 

事業費名等 予算額 

地域安全コミュニティ部会事業費 1,942 

健康福祉部会事業費 2,127 

子ども育成部会事業費 841 

教育文化スポーツ部会事業費 1,461 

共通事務費（職員人件費含む） 8,520 

まちづくり計画事業特別会計 1,878 

災害対策事業特別会計 1 

予備費 1,164 

合 計 17,934 

 

★平成 27年度当初予算       〔単位：千円〕 

役職 役員氏名 

会 長 中村 繁樹 

副会長 中村 成行 

副会長 鉤  俊二 

会 計 池本 拓雄 

 

 

 

 

顧問 行岡 荘太郎 

 

 

（敬称略） 
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開講式 
5月13日(水)、台風一過で晴れ渡っ

たこの日、65人の受講生を迎え開講
式を行いました。北川粂雄運営委員
長の挨拶のあと、運営委員が紹介さ
れました。7人の運営委員さんととも
に、皆さんは一年の取組予定表を楽
しそうに確認されていました。 

人権講座 
「同和問題 子守唄から人権を学ぶ」 
講師に光林寺住職、小寺正宣さんをお迎えし、昔か

らなじみのある子守唄の歌詞から当時の時代背景と併
せて、人権についてお話をしていただきました。皆さんが
知っている子守唄を尺八で演奏され、全員で口ずさみ
ました。今なお残る人権・同和問題についても、一人ひ
とりが自分のこととして意識をもつことが大切であると歌
を通じて学ぶことができました。 

6月10日(水)、「春の館外学習」に行きました。受講生42人に
参加いただき、キリンビール滋賀工場で「午後の紅茶」の製造
工程などについて学び、多賀大社で歴史散策と食事をし、もり
やま芦刈園でこの季節ならではのあじさいを観賞しました。良い
お天気にも恵まれて、滋賀の名所をみんなで再発見しながら
楽しく学びました。 

渋川公民館では、だれもが住みよいまちづくりを進める

ために毎年人権講座を開催しています。今年度は、お

互いが相手を思いやる気持ちの大切さを学んだり、心が

温かくなるような唱歌や童謡を歌ったりします。 
 

と  き：平成27 年7 月25 日㈯ 

午前 10時～11時 30分 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター）議室 

対 象：どなたでも無料で参加できます 

定 員：50人程度 

内 容：身近な人権のお話とコンサート 

講 師：ミュージックセラピー♪オン・タイム♪の皆さん 

締 切：7月 18日㈯ 

申込み・問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

暑い季節になりましたが渋川公民館で映画を

見ながら心の洗濯をしませんか？上映前には軽

い体操をします。気軽に参加してみませんか？ 
 

上映作品：「永遠の０（ゼロ） 

～THE ETERNAL ZERO」 

出 演：岡田准一、三浦春馬、井上真央ほか 

※上映の前に軽い運動でストレッチをします 

ヨガ講師：中村和代さん 
 

と き：平成 27 年 8 月 31 日㈪ 

午後 1時 30分～4時 30分 

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：8月 22日㈯ 

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 

＊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。 

渋川公民館 人権講座 

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=A2RA0iGThXtV7DgAmAmU3uV7/SIG=120368isu/EXP=1434244883/**http:/www.satukibare.net/sozai12/ajisai.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちクイズ・渋川 
 

Ｑ 『渋川・風景の記憶絵』にも描かれ

ている、かつて渋川地区にあった、

旧国鉄の「踏切」は何か所だったで

しょうか？ 

 

Ａ（１）３か所 

 （２）５か所 

 （３）７か所 

前号の答え …(3) 砂ｺｰｽ、1000 ﾒｰﾄﾙ、12 ﾚｰｽ 

『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。 

7月 15日㈬締切。【当日消印有効】 

今回のプレゼント賞品は、老舗・寿司

清さん提供「本陣ランチ・ペアチケット」 

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。 
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（写真はイメージです） 

イメージ 

 〔渋川市民センター（公民館）夏の大掃除のお礼〕  
5月 30日㈯、地域の方や利用者の協力により、館内外ともにとても

きれいになりました。蒸し暑い中での作業でしたが、どうもありがとうござ

いました。 

 

渋川中町第二町内会では、町内会設立 40 年（前身の互助会時代の 5 年を含む）を記

念して、町内史「まちづくり 40 年」を発刊されました。若竹町は、かつては一面の田

んぼでしたが、戦後の高度成長期に宅地開発が進み、住宅地に変貌しました。移り住ん

だ人たちが町内会を立ち上げ、その後地域コミュニティに発展した経緯を、資料や聞き

取りをもとに編集しました。お互いに面識も共通点も持たない人たちが、意識を高め問

題を解決して「わが街」を形成する過程は、まちづくりに大いに参考となることでしょ

う。この誌は渋川公民館（渋川市民センター）のロビーで閲覧できます。 

 
 
 

 

 

 

 

歴史ある街道筋の 歴史ある味 

     草津名物 はこずし 

ランチタイム   11：00～13：30 

ディナータイム 17：00～22：00 

最終入店 21：00  

詳しくはＨＰで 

老舗・寿司清 

草津２-１０-２４ 

   077-562-0378 

http://sinise-sushisei.jp/ 

池本会長と町内史 

渋川福複センター玄関前の花

壇で草津市の花「あおばな」

が育っています。コバルトブ

ルーの花を見に来ませんか。 

 

を 3 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。 

  

『地域協働合校』を進める草津市教育委員会（川那邊正教育長）

が、今年度から文部科学省および滋賀県教育委員会の「学校・家庭・

地域の連携による教育支援活動事業」を活用し、渋川小学校をはじめ

市内 7小学校をモデルに、新たに「地域コーディネーター」を導入しま 

した。渋川小には、中村幸子さん （西渋川一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

が着任され、今後学校と地域との連携をコーディネ

ートしたり、地域の方に教えてもらう授業や行事等

の企画をしたり、学校と地域との連携をしたりとさま

ざまな場面でパイプ役を担われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


