
 

 

 

 

 平成 29 年度から渋川市民センター・渋川公民館が「渋川

まちづくりセンター」として生まれ変わります。渋川まちセ

ンは、①地域のまちづくりの拠点、②住民の豊かな学びの場、

③地域（文化、芸術等）の情報発信、 

④行政の広報広聴活動の４つの機能

を有し、当協議会が指定管理者とし

て管理運営を行っていきます。主な

業務などは、市と協議、調整したあ

と、決まり次第当協議会のウェブサ

イトでお知らせします。 

渋川まち協 8月～10月の主な事業予定 

 

8月 26日㈮  第 3講座（人権研修） 

9月 13日㈫  渋川花踊り･江州音頭総踊り 

9月 23日㈮   第 4講座（町懇打合せ） 

9月 25日㈰  敬老会 

10月  2日㈰   大運動会 

10月 23日㈰    ふれあいまつり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 年 5 月 31 日現在） 

人口  9,532 人 

男性  4,721 人 女性 4,811 人 

世帯数 4,183 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29日㈰、平成28年度臨時総会を開催しました。第一部で「指定管理

者制度導入説明会」を行った後、第二部で提出議案「（仮称）草津市立渋川

まちづくりセンターの管理運営に係る指定管理者としての受諾について」を、出

席いただいた評議員のみなさんで慎重に審議いただき採決した結果、賛成多

数で可決されました。 

今後は、市から提示される「指定管理者管理要項」および「管理業務仕様

書」に基づき、当協議会から「公の施設の指定管理者指定申請書」を市に提

出し、市の指定管理者選定委員会を経て、市議会で指定管理者として指定 

され、来年 4月から渋川まちづくりセンターの管理運営業務を開始するという運びになります。 

Ｑ 指定管理者制度って？ 

Ａ 地方自治体が所管する公の施設について、

管理、運営を民間事業会社を含む法人やそ

の他の団体に、委託することができる制度。 
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当協議会では、昨年 2月

1 日から「まちづくり提案箱」

を設置・運用しています。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。渋川学区の協働のまち 
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ご活用ください！渋川学区まちづくり提案箱  

子どもも大人も、大きなじゃがいも大収穫！ 
子ども育成部会 

清掃ボランティア、美化活動で爽やかな汗！ 

 現在、当協議会には清掃ボランティアとして 10人、2 グ

ループが登録され、各町内をはじめ学区内のさまざまなと

ころで美化活動に取り組まれています。活動は、道路や側

溝のごみ拾い、葉山川堤の草刈り、ポイ捨て防止啓発看

板の取り付けなど多岐にわたり、各自、自分ができることに 

自分のペースで取り組んでいただいています。 

 ただいま、当協議会で

は清掃ボランティアを随

時募集しています。登録

いただいた人やグループ

には、しぶはなちゃんマー

ク入りベスト、火ばさみ、ち

りとり、庭ぼうき、ゴム手袋 

などを支給します。 

 あなたも、清掃ボランティアに登録して、渋川のまちと

自分のこころを美しくしてみませんか。申込み、問合せは

事務局へ。 

ごみ拾いをする清掃ボランティア 

の黒田泰次さん （北町第五町内会） 

インターネットトラブルの現状と対策を研修 
子ども育成部会 

5 月 28 日㈯、渋川公民館で講師に篠原嘉一さんをお

招きし、第一回すこやかセミナー「インターネットトラブルの

現状～子どもたちのネット使用状況を知る～」と題し講演し

ていただきました。「暗い話しをします」で始まったセミナー。

インターネットやスマートフォンに関する専門用語が次から

次へと出る中、出会い系サイト登録者の情報、ＳＮＳ被害の

具体例などを軽妙な語りで説明されました。初心者やスマ

ートフォンを持っていない人にもとても分かりやすく、講演に

引き込まれました。ＬＩＮＥの話では、参加者の持っているス 

マートフォンの設定内容の

確認や変更を教えてもらっ

たことで、時間の経つのが

一気に速くなりました。スマ

ートフォンの設定条件次第

で、自分の居場所が第三

者に知られてしまうこともあ

る 

 

るそうです。子どもたちもスマ―トフォンやゲーム機の使用

からネットにつながり、軽い気持ちでＳＮＳに載せた写真やコ

メントが原因で、自分の将来を台無しにしないためにも、正

しい研修を受けさせることの大切さを学びました。参加者か

らはたいへん好評で、終了後も若干の個別指導をしていた

だき、とても充実したセミナーでした。 

づくりに関する提案をお寄せいただき、当協議会の今後

の取り組みに生かしていきます。投函いただいた提案は

原則月１回回収し、理事会で提案内容を協議・検討し

提案者に回答します。 

 
「愛の声かけパトロール」今年も始めました！ 

当協議会では、今年度も 6 月から翌年 3 月まで、第

1・第 3土曜日の午後 6時からエイスクエアやアル・プラ

ザ草津内を巡回しています。家庭・学校・地域が連携

し、子どもたちを守るため、また地域のコミュニティ意識

を高めるため、みんなで協力しながら取り組んでいます。 

子ども育成部会 

渋川市民センターの「まちづくり提案箱」 

ると、大小さまざまのおいしそうなじゃがいもがたくさん採

れ、子どもたちは歓声をあげていました。かまどベンチに大

鍋をのせて、収穫したてのじゃがいもを茹でている間、体

育館でドッヂボールをしました。ホクホクに茹であがったじ

ゃがいもを塩、バターなどお好みの味でおいしくいただきま 

6 月 18 日㈰、梅雨の合

い間を縫って約 260人が参

加し「じゃがいも収穫体験」

をしました。今回から畝を増

やしましたが、年々参加者

が増えているので、収穫量

が心配でした。いざ掘ってみ 

した。地域の方と一緒

に、植え方や育て方を教

わり、収穫の喜びを共有

できるこの行事は、今後

も続けて行きたいと思い

ます。 

 



 

 

月 日  事業内容 場 所 目 的 

7/23㈯ 野外活動 桐生キャンプ場 
環境問題に目を向けるととも

に自然に親しむ 

10/15㈯ 科学実験 渋川公民館 科学の面白さを体験する 

12/ 3㈯ 餅つき大会 渋川公民館 日本の伝統行事を体験する 

2/18㈯ 未定 渋川公民館  

 

 「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

志で活動を続けています。子どもと接するの

が好きな人、子育てが一段落した人、学生

など幅広い世代のメンバーを随時募集してい

ます。一緒に活動できる人はご連絡ください。 
 
※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（渋川市民センター） 
 
★詳しくは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。 
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 実行委員募集中！ 

高齢者等つどい推進事業 

 

と き：7 月23 日（土）～29 日（金） 

        ＊なお、24日（日）は休館日です 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター）小会議室１ 

対 象：草津市在住・在勤・通学の 60歳以上の人 

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 

人権講座 

と き：7 月29 日（金）午後１時30 分～3 時 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター）大会議室 

対 象：どなたでも無料で参加できます 

講 師：シンガーソングライターyokko(よっこ)さん 

問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

歌を通して「優しい想い」を学び
ます。また歌に合わせた簡単な
手話も教えてもらい、全員でチ
ャレンジします。手話のほか、
歌詞字幕なども取り入れ、音楽
好きの多くの人が共に楽しめる
コンサートです。 

渋川公民館やすらぎ学級 

昭和 40 年代の木造草津駅
舎や昔の町並みなど懐かしい
草津市の記録写真を展示し
ます。 （草津宿街道交流館提供→）  

と き：8 月2 日（火）～9 日（火） 

        ＊なお、7日（日）は休館日です 

ところ：渋川公民館（渋川市民センター）大会議室 

        ＊3日（水）以降はロビーで展示します 

対 象：草津市在住・在勤・通学の 60歳以上の人 

問合せ：渋川公民館（渋川市民センター） 

「ドールハウス」とは、

建物や部屋の中を実

物より縮尺したミニチ

ュアサイズで表現した

ものです。一つひとつ

丁寧に手作りされた

作品は本物そっくりで 

す。ぜひ、作品の細部までじっくりご覧ください。 

＊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。 

6 月 8 日（水 ）草津市スポーツ推進委員のみなさんを
講師にお招きし、ニュースポーツの室内ペタンク、バ
ッゴー、キャッチング・ザ・スティックの三種に取り組
みました。学級生 42 人が参加しました。です。初め
ての競技に、最初は見学していた学級生も班に別れ
て挑戦。数分後、会場は歓声と拍手に包まれまし
た。和やかな雰囲気の中で、 

最後は全員で輪になり同じ競
技にチャレンジ。気持ちと声を
合わせてみんなで楽しく運動
しました。 

 参加者募集中！ 
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≪渋川市民センター（公民館）夏の一斉清掃のお礼≫ 

 5月 28日㈯に、渋川公民館自主教室の皆さんに協力していただき

渋川市民センター（公民館）の一斉清掃を行いました。 

今回は近隣の方もボランティアとして参加していただき、 

おかげさまで館内外ともにとてもきれいになりました。 

どうもありがとうございました。 
 

≪渋川福複センター合同消防訓練のお知らせ≫ 
 8月 1日㈪に、万一の火災発生等に備えて渋川福複センター全館

で合同消防訓練を行います。近隣の皆さんには御迷惑をお掛けしま

す。また、当日センターを利用の皆さんには可能な範囲で参加、協力

いただきますようお知らせします。 
 

≪蛍光管・乾電池・使い捨てライターの回収≫ 
  
  

≪渋川福複センター合同消防訓練のお知らせ≫ 

 8月 1日㈪に、万一の火災発生等に備えて渋川福複センター全館

で合同消防訓練を行います。なお、当日センターを利用の皆さんには

可能な範囲で参加、協力いただきますようお知らせします。 

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪蛍光管・乾電池・使い捨てライターの回収≫  

各市民センターでは、蛍光管・乾電池・使い捨て 

ライターを回収しています。包装容器や袋から出し 

て、それぞれの専用の回収箱へ入れてください。 
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わがまちクイズ・渋川 
  
Ｑ  わがまちと同じ「渋川」の名が付く、

環境省による海水浴場百選をはじ
め、日本の渚百選、日本の白砂青松
百選に選定されている「渋川海岸」
があるまちはどこでしょうか。 

 

Ａ （１）岡山県玉野市  

（２）三重県志摩市 

（３）宮崎県日向市 

前号の答え  ･･･ （3）群馬県 

 

) ）  『地域情報 渋川』（5,000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 31日㈰締切。【当日消印有効】 

今回のプレゼント賞品は、⑴ 松利老舗

さん提供「松利手づくりみかさ（5個入）」

を 7名様に、⑵ ㈱協同さん提供「ＪＣＢ

商品券(1,000 円分)」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。 

⑴        ⑵ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真はイメージです） 

皆様に御愛好いただいて 

創業百二十余年の老舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅関連商品の総合商社 

豊かな明日を技術で貢献 

ベテランスタッフが 

トータルシステムでお応えします 

株式会社 協同  
〒525-0041 

滋賀県草津市青地町５６５番地 

TEL 077-563-1611 

FAX 077-563-2365 

E-mail：webadmin＠kk-kyodo.jp 

 業務内容：諸証明書の発行（戸籍の謄抄本・住民票の写し・印鑑証明・年金等の現況届（はがきの証明）・納

税証明・課税証明など）、市指定ごみ袋の引き換え、市指定のごみ袋と処理券販売など 

業務時間：月曜日から土曜日（祝休日・日曜を除く。年末年始〔12月 29日～翌年 1月 3日〕は休み） 

        午前 8時 30分 ～ 午後 5時 15分 

        ＊諸証明の申請時には、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど本人確認が 

できる公的機関発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。 

〒525-0034 

滋賀県草津市草津三丁目 10番 40号 

    TEL  077-562-0371 

    FAX  077-562-1833 

 

自家製手づくり和菓子やオリ

ジナル進物、懐かしの昔駄菓

子を数多く揃えて皆様のお越

しをお待ち致しております。 
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