
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 ｳｪﾌﾞｻｲﾄ    http://kusatsu.or.jp/machikyou/shibukawa/ 

渋川学区（平成 27 年 7 月 31 日現在） 

人口 9,264 人 

男性  4,619 人  女性 4,645 人 

世帯数 4,056 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” 

 

渋川まち協ウェブサイト 

滋賀 Wｅｂ大賞２０１５・優秀賞を受賞 
 

このたび、当協議会ウェブサイトが滋賀県地域情報化推進会議（仲谷善雄会

長、事務局・滋賀県総合政策部情報政策課）から滋賀Ｗｅｂ大賞２０１５地域

活動団体部門の優秀賞を受賞しました。ウェブサイトとは、一冊の本のように、

ひとまとまりに公開されているウェブページ群と、それが置いてあるインター

ネット上での場所のことです。ウェブページはそれぞれ連結され、互いに行き

来できるようになっていて、入り口にあたるトップページ（ホームページ）と、

ウェブサイトを構成する一連のウェブページや画像ファイルから成りたって

いま います。6月 19日㈮に開催された表彰式には中村会長が出席し、同会議・仲谷会

長から表彰状を受け取りました。受賞理由として、「すっきりしたデザインとレイ

アウトでわかりやすいサイトとなっています。サイトへのアクセシビリティ（支

障なく利用できる度合い）に配慮されている点も良いでしょう。住民の参加を促

す発想で、さらに工夫されると良いでしょう。」との講評をいただきました。 

今後も、ご覧いただく皆さんに高い評価を得られるよう、タイムリーな情報発信に努めていきます。 

 

 昨年末から出願していた渋川学区シンボルマークとマス

コットキャラクター“しぶはなちゃん”の商標権の設定を、

このたび 7 月 10 日付けで登録完了した旨の通知が特許庁長

官からありました。これにより、当協議会がシンボルマーク

とマスコットキャラクター“しぶはなちゃん”の商標権を有

することが公式に認められたことになります。今後、当協議

会の会員でこれら商標の利用をお考えの方は、事務局までご

相談いただきますようお願いします。 

 



 

 

  

白熱のソフトボール大会で親睦図る 

教育文化スポーツ部会            子ども育成部会 
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今年度のソフトボール大会は、梅雨時期ながら曇り空で

暑くなく、日和に恵まれた 6 月 7 日㈰に開催しました。今

年からボールが硬球に変更となり、投手は投げやすく、打

者はバットの芯に当たらないとなかなか飛ばない展開の試

合となりました。今年度優勝した渋川南二町内会は、昨

年度優勝の北町第五町内会にサヨナラ勝ちするなど、

次々とトーナメントの駒を進めました。今年度ほどスリルと

白熱した大会は記憶にありません。参加者には大きなケ

ガもなく、渋川学区民が互いに親睦を図り、心地よい汗が

かけた一日でした。 

成績は以下のとおりです。 

優  勝：渋川南二町内会 

準優勝：中出第一町内会 

第三位：北町第四町内会 

 

2 月に渋川小学校の畑に児

童と地域の人が協働して植え

たじゃがいもが収穫期を迎えた

ので、このたび「じゃがいも収穫

体験」を行いました。実施した 6

月 20 日㈯には、昨年を大きく

上回る 250名もの参加があり、

じゃがいもの収穫が皆さんに食

べていただける十分な量か心

配でしたが、小ぶりで可愛いじ

ゃがいもがいっぱい採れまし

た。かまどベンチに 6 個の大鍋

をのせて、収穫した≪渋川新じ

ゃが≫を全部茹で、バターなど

お好みの味付けで美味しくいた

だきました。冬にはまた種イモ

を植える予定です。自分たちで

植えたじゃがいもを収穫し、食

べる喜びを一緒に味わいましょ

う！ 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。永年にわたり地域社会に貢献してこられたこ

とに敬意を表し、皆さんの長寿をお祝いします。 

詳しくは、各町内会長を通じ配付する案内状をご覧くだ

さい。多数のご参加をお待ちしています。  
 

開催日時：9月 27日㈰ 午前 11時から 

          （受付 10時 30分から） 

開催場所：渋川小学校 体育館 

          （スリッパなど上履きをご持参ください）  

 

 

 敬意と感謝を込めて！敬老会開催

開催 

地域とふれあい交流の大運動会!  

 

≪渋川新じゃが≫大収穫！ 

防犯マップ作成のまち歩きを実施 

『渋川学区地域まちづくり計画』にある「安全・安心で思い

やりのあるまちをつくろう」の一環で、昨年度に引き続き防犯

カメラの設置を計画していますが、それに関連して『渋川学

区防犯マップ』を作るため、8 月 2 日㈰にまち歩きを実施し

ました。午前 10 時に渋川市民センターへ集合、まち歩きの

チェックポイントの説明を受けたあと、①南・中町グループ  

②北町Ａグループ（北町一,二,三） ③北町Ｂグループ（北

町四,五） ④中出Ａグループ（中出一,五） ⑤中出Ｂグルー

プ（中出二,三,四）に分かれて、犯罪が起こりやすそうな危険

な箇所などを確認しながら歩きました。参加者は、渋川学区

民、見守り隊、渋川小 4～6 年生と保護者、校長先生、教

頭先生の総勢 53人で、合計 40か所を確認しました。酷暑

の中での実施でしたが、無事終了することができました。 

10月 4日㈰、午前 8時 50分から渋川学区大運動会

を開催します。大運動会をとおして住民相互のコミュニケ

ーションを深め、町内会員が一致団結して頑張り、また楽

しみましょう。詳しくは町内会を通じ全戸配付したプログラ

ムをご覧ください。 

上回る 250 人もの参加があり、じゃがいもが参加者全

員に食べてもらえる十分な収穫量かあるかどうか心配

でしたが、小ぶりで可愛いじゃがいもがいっぱい採れ

ました。かまどベンチに 6 個の大鍋をのせて、収穫し

た≪渋川新じゃが≫ た≪渋川新じゃが≫を全部

茹で、バターなどお好みの味

付けで美味しくいただきま

した。この冬には種イモを植

える予定で、来年自分たちで

植えたじゃがいもを収穫し

食べ 食べる喜びを味わいましょう！ 

地域安全コミュニティ部会 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTjEp7cpVDSYAHASU3uV7/SIG=12aki60mg/EXP=1439448745/**http:/www.kutsurogijuku.jp/blog/data/upfile/185-2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1JSzk9pVvV4AMyKU3uV7/SIG=12ri7lu1m/EXP=1440474419/**https:/www.city.kameoka.kyoto.jp/jichi/m/documents/images/a1002008.jpg
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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。 

7 月 25 日㈯、人権講座『思いやりコンサート』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

♪の皆さんを迎え、78 人の参加者が震災復興ソング

などをリーダーの歌声に合わせて一緒に歌いました。

また、白杖を使って道路などの点字ブロックを頼りに歩

く人たちが困らないよう点字ブロックの上には駐車しな

いなど、明日からだれもが行動に移せる「思いやり」に

ついての講話も聞きました。お話の中で「差別をした側

はその事実を忘れてしまいがちだが、差別を受けた側

は傷つき決して忘れない」との言葉が印象的でした。

渋川学区をさらに住みよいまちにしていくためには一

人ひとりがお互いを思いやる気持ちが大切だと学びま

した。参加者からは、「わかりやすい内容で楽しく学べ

た」という意見がありました。 

 

6月 29日㈪と 7月 2日㈭、家庭教育支援講座『親子

でリズム体操＆リトミック』を開催しました。講師にぴょんぴ

ょんＫＩＤＳの杉江のり子さんを迎え、14 組の親子が音楽

に合わせて体操をしたり、フラフープを使って体を動かし

たりしました。また、野菜の種類を言いながらマラカスやタ

ンバリンを使ってリズムをとったり、ピアノに合わせて楽器

を鳴らしたりしました。最後に、みんなで七夕飾りを作って

笹に結び、親子で十分にふれあうことができた二日間でし

た。 

今年度は、草津市立

草津中学校の職場体

験学習で渋川市民セン

ターに来ている生徒二

人も一緒に参加しまし

た。二人とも積極的に講

座の進行をサポートする

ことができ、よい経験に

なったと思います。参加

者からは、「自宅に近い

公民館でこのような未

就園児向けの講座に参

加できて嬉しい。もっと

開催してほしい」という意

見がありました。 

 

7月 8日㈬、第三回渋川やすらぎ学級健康講座『演歌ビクス体操』を開催しました。講師に健康運動指導士の

岩本理恵さんを迎え、49 人の参加者が健康を保つために必要なお話を聞いたあと、和てぬぐいを使って体操をし

ました。その後休憩をはさみ、シニア世代にはおなじみの演歌に合わせて軽い運動をしました。ポピュラーな曲が

流れると、みなさんの顔に笑顔が広がりました。一曲終わると「もうおしまい？」と惜しむような声もあがりました。会

場から歌をくちずさむ声も聞こえてきました。 

参加者からは「とても楽しく、いい汗をかけた」という感想がありました。 

手軽に体を動かす方法をたくさん学び、よい運動ができました。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMG7IbLtT8RIAQAeU3uV7/SIG=12qrg89g9/EXP=1404878408/**http:/www.medicare-anshin.com/menu08/images/illust3338[1].png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3SKbdVVNSYAawGU3uV7/SIG=12veme30c/EXP=1440136970/**http:/www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000010/10962/illust2240.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちクイズ・渋川 

Ｑ 次の写真のうち、伊砂砂神社の境内  

  にないものはどれでしょうか？ 

 
 

Ａ（１）    （２）   （３） 

 

 

 

   

前 号 の 答 え  …  （1)  ３ か 所 

『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。 

9月 30日㈬締切。【当日消印有効】 

今回のプレゼント賞品は、ビースポー

ツ２５さん提供「スイミング体験チケッ

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 

を 2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。 

 

   

 

 

         

渋川のまちづくりを熱く語る！  

『市長とまちづくりトーク』で意見交換 

 7月 30日㈭、当協議会から理事と顧問が出席し、橋

川市長をはじめ草津市幹部職員をお招きして『市長とま

ちづくりトーク』を開催しました。「伊佐々川の抜本的な改

修事業と治水対策について」と「自転車交通の安全対

策について」をテーマに、活発な意見交換が行われまし

た。 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 

進めていくことを再認識しました。なお、このトーク 

で話し合われた概要は、当協議会ウェブサイトに 

掲載しています。 

6 月 29 日㈪から 5 日間、草津市立草

津中学校（太田光則校長）2年の大河稔
と し

弥
や

君と島岡晏暉
し ず き

君が渋川市民センター（渋川

公民館）で職場体験学習をしました。はじめ

は緊張気味の 2人でしたが、徐々に“職場” 

の雰囲気にも慣れ、公民館講座の手伝いをしたり、前庭の花壇の手入

れをしたりと、市民センター（公民館）の仕事の一端をスタッフに教わり

ながら、実際に体験しました。「渋川福複センターにはいろいろな働き

（機能）があり、それぞれが地域の人に役立っていることがわかった」

（大河君）、「失敗もあったがやるべきことはできたので良かった」（島岡

君）と、「5日間の振り返り」で感想を語ってくれました。 

体験学習に臨む島岡君（左）と大河君 

指定ごみ袋引換券の期限迫る！ 

草津市指定ごみ袋引換

券での「引換期限」は、今

月 30 日㈬です。引換期

限を過ぎると、引き換えで

きなくなります。まだお手

元に引き換えていない券

がある人は、早めに引き

換えてください。 

 

 


