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まちづくり協議会より

渋川学区の将来像

渋川学区（平成 30 年 7 月 31 日現在）
人口 9,667 人
男性 4,815 人 女性 4,852 人
世帯数 4,315 世帯

～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川～

今年は
５５０年祭
９月１３日（木）、伊砂砂神社境内では、
草津市指定無形民俗文化財に指定され
た「渋川の花踊り」が行われます。この花踊
りは、「雨乞いのお礼踊り」と言われ、神社
建立の応仁 2 年（1468）９月１３日の翌年
の干ばつの時、村民が雨乞い祈願を行う
と、幸いにも降雨があったため、お礼踊りと
して神前に奉納したのが最初と伝えられて
います。平成３０年は応仁２年から数えて５
５０年の節目にあたり、唄や踊りに、より一
層の想いが込められて踊りを奉納されま
す。是非花踊りをご観覧ください。

現在の渋川花踊りは、毎年
９月１３日の灯明祭に行われ
ているのが「稽古踊り」で、５０
年に一度、伊砂砂神社の大
祭の時に踊るのが「本踊り」と
されています。５００年祭は昭
和４３年に行われました。

毎年、花踊りを継承して
いくために小学生の希望者
が練習を 重ね ています 。
今年も頑張って練習をしま
した。９月１３日の灯明祭
には華を添えてくれます。
また、１０月のふれあいま
つりにも披露します。

健康福祉部会
８月４日（土）に、健康のまち草津モデル事業の
一環で小学生と保護者を対象に「親子クッキン
グ」を開催しました。講師に滋賀県栄養士会の
管理栄養士さんをお迎えし、集まった親子２６人
はイングリッシュマフィンで作るホットオープンサ
ンドとかぼちゃもち、ヨーグルトパフェの３品の調
理にチャレンジしました。普段あまり料理をされ
ないお父さんも、お手伝いに来てくれた渋川学
区の健康推進員の皆さんにアドバイスを受けな
がら児童と一緒にがんばって作りました。

みんなで完成した料理を食べながら講師から子どものおやつ
についてのお話を聞きました。塩分や油分の多いスナック菓
子ばかりではなく、簡単なサンドイッチや果物などの摂取が大
切だということがよく分かりました。夏休みに、親子で一緒に食
育について学ぶ良い機会となりました。
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健康のまち草津モデル事業

健康福祉部会

健康維持のために、ウォーキングを始めてみませんか？毎年体操教室で大人気の中原今日子
さんを講師に迎え、烏丸半島までお出かけして正しい歩き方を教えていただきます。中原今日
子さんの分かりやすい説明と楽しいトークを聞きながら秋風の中、みんなで颯爽と歩きましょう！
渋川まちづくりセンターから烏丸半島までの往復は、バスに乗って移動します。半島の外周は、
約２ｋｍです。詳しくは、９月１日に広報くさつと同時に全戸配布する募集ちらしを
ご覧ください。たくさんのお申し込みをお待ちしています！

日時：１０月１日（月） 14 時 00 分～16 時 00 分（予定）
対象：渋川学区在住の大人４０人程度
参加費：無料
（小雨決行）

健康福祉部会
長年にわたり地域や社会、また各種団体等で貢献
されました事に敬意を表し、長寿のお祝いをします。

日時：9 月 23 日（日）11 時 00 分から
（受付 10 時 30 分から）

渋川学区
教育文化スポーツ部会
10 月 7 日（日）、渋川スポーツ振興会の協力を
得て≪第 36 回渋川学区大運動会≫を開催しま
す。学区民相互の交流を深め、各町内が一致団結
し優勝を目指して力を発揮しましょう。

場所：渋川小学校 体育館
※スリッパなどの上履きをご持参ください。
★詳しくは町内会長を通じて配布しまし
た案内状をご覧ください。

ふれあいまつり実行委員会
地域安全コミュニティ部会
「第 16 回渋川学区ふれあいまつり」を下記の日程
で開催します。学区民が一堂に会し、楽しいイベント
になるようみなさんのご参加をお願いします。
・日時：10 月 28 日（日）
8 時 45 分～15 時 00 分
･場所：渋川小学校体育館・グラウンド・
渋川まちづくりセンター
★詳しくは、9 月 15 日発行の「ふ
れあいまつり開催ちらし」と 10 月 15
日発行の「ふれあいまつり特集号」
をご覧下さい。

※詳しくは町内会を通じて
配布のプログラムをご覧
ください。

今年度は市と合同で、草津市総合防災訓練を
11 月 18 日（日）に開催します。訓練内容は市・危
機管理課と防災事業実行委員会で協議・検討して
いきます。内容が決まり次第、町内への全戸配布の
チラシでお知らせします。今年の 6 月には大阪北部
地震、7 月には西日本豪雨などの災害が発生し、避
難所生活を多くの方が余儀なくされておられます。
地震や災害はいつ起こるか分かりません。渋川は災
害も少なく恵まれた環境ではありますが、いざと言う
時に備えて訓練します。多くの方にご
参加いただき、災害に強い渋川学
区の防災まちづくりにみなさんとと
もに取り組みます。ご協力お願いし
ます。
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8 月 6 日（月）、13 時 30 分から第 1 回
高齢者つどい推進事業として、37 人の参加
で映画上映会を開催しました。上映のあと
に、つめたいお茶を飲みながら映画などの
話をして楽しみました。初めて参加した人か
らは「昔、映画館に作品を見に行ったことを
懐かしく思い出しました」「自主教室以外で
まちづくりセンターに来たのは初めてだが、ま
た上映会があれば参加したい」「映画のあと
にゆっくり話ができて良かった」との声があり
ました。センターで地域のつながりが広がる
きっかけづくりができました。

平成最後の年は、筆ペンを使った
オリジナル年賀状を作成してみませんか？
と き：11 月 26 日（月）
１０時３０分～１２時
と こ ろ：渋川まちづくりセンター

小会議室１

講 師：筆文字アート irodori さん
定 員：２０人程度
締 切：11 月 19 日(月)
応募多数の場合は締切後
抽選になります。（予定）
※詳しくは１０月に回覧するちらしやセンターの掲示
物で確認し、事前にお申込みください。

7 月１１日（水）に、第３回渋川やすらぎ学級「ニュースポーツを楽しもう！」
を開催しました。草津市スポーツ推進委員協議会から、渋川学区にお住い
の北川眞造さん、北川稔さん、曽和照子さん、小山博さんら５人を講師に
お迎えし、平昌オリンピックで日本の女子チームが見事銅メダルに輝いたカ
ーリングにそっくりの「ユニカール」という種目にチャレンジしました。黄色チー
ムと青チームに分かれて対戦した受講生は、全員若返ったかのように大は
しゃぎで、あっという間に時間が
過ぎていきました。

また、「スターホール」という種目では、ボールを中央の大きな穴に落とさないように
４人で協力しながら①から⑥までの小さな穴の上に順番に転がして乗せていくという
スポーツでした。３チームに分かれてタイムを競うととても盛り上がりました。大勢で
楽しみながら運動ができる「ニュースポーツ」を２種目体験しました。
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渋小だより
渋川小学校では、今年もそれぞれの学年が、たくさんの方々のお世話になりながら、多種多様な教育活動
を行っています。特に、総合的な学習の時間“わくわくタイム”では、渋川や草津市、滋賀県の地理や歴史、
近江の郷土料理やその食材を生み出す湖国の自然環境などについて学ぶのですが、そこではたくさんのゲ
ストティチャーをお招きしています。鮒ずしをつくる様子をさばくところ
から見せていただいたり、びわ湖の湖魚を獲る投網の実物を持って
きていただいたり、実際に自分たちで梅干しやおかず味噌をつくった
り…。体験を通した学びは、子どもたちの心に残りやすく、故郷を大
切にし、環境を守っていこうとする態度を育てていきます。
このような学びができますことにとても感謝しています。そして、こ
れからも、渋川小学校の特色ある学びを大事にしていきたいと思い
ます。

≪琵琶湖の漁師 松岡さんから学ぶ≫

理事の交代について
8 月 1 日付けで、教育文化スポーツ部会の理事の交代が
ありました。
馬場善和さん ⇒ 河合敏彦さん に交代されました。

草津市指定ごみ袋引換券での「引換

見

期限」は、9 月 30 日（日）です。引換期
限が過ぎると、引き換えできなくなりま
す。お手元に引き換えていない券があり

本

ましたら、早めに引き換えをしてください。

渋川まちづくりセンターのロビーに設置しているコピー
機が新らしくなりました。従来の機種ではできなかった
カラーコピーが可能になり
ました。是非ご利用下さ
い。
【価格表】
カラーコピー 30 円/１枚
白黒コピー

10 円/１枚

草津市少年補導委員は 98 名、その内渋川学
区少年補導委員の定員は 5 名で活動を行って
います。まちづくり協議会会長の推薦により、教
育委員会と警察署からの委嘱を受け活動を展開
しております。任期は１期２年となります。補導委
員の主な仕事は、少年たちが非行に走らないよ
う、また非行被害に遭わないよう見守り活動を行
っています。特に街頭補導により深夜徘徊や喫
煙・飲酒等の非行行為の補導、薬物乱用防止
の啓発活動が挙げられます。渋川学区少年補
導委員は第２・第４金曜日の 20 時から 1 時間程
度、エイスクエアを中心とし公園やカラオケ店、
草津駅周辺の街頭補導を行っています。補導委
員は緑色のベストを着て緑色の帽子をかぶり、や
さしく声掛けを行い、子どもたちの話を聞いてあげ
られるよう心掛けています。
≪渋川学区補導委員≫
南地区……北川 稔さん
中町地区…平岡典子さん
中出地区…西村幸容さん
北町地区…上籔義晴さん
〃

…小玉和子さん
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