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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 11 月 30 日現在）
人口 9,712 人
男性 4,828 人 女性 4,884 人
世帯数 4,334 世帯

～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川～

皆様におかれましては、輝かしい新年を迎えられまし
たことを心よりお慶び申しあげます。日ごろは、渋川学区
まちづくり協議会の活動にご支援とご協力を賜り厚くお
礼申しあげます。さて、昨年は全国的に大規模災害の多い
年でありました。いつ起こるかわからない災害には常に
備えなければなりません。渋川学区におきましては防災訓練を平成２６年度
から毎年実施しており、地域の皆さんの防災に対する関心度が高まってきて
います。本年も当学区で防災訓練を計画していますので、各町内会の多数の
参加協力をお願いいたします。また、当協議会では今年も従来の事業に加え、
「がんばる地域応援事業」を引続き取組みます。今後も、地域の皆さま、各町
内会や各種団体の皆さまのご意見をいただきながら、さまざまな活動に取り
組んでまいりたいと思いますので、皆さまのご支援とご協力をお願いいたし
ます。本年も平和で実り多い年になりますよう祈念申しあげまして年頭の挨
拶といたします。
渋川学区まちづくり協議会
会

長

中

村

繁

樹
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～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川～

防災事業実行委員会
昨年 11 月 18 日（日）、晴天の中、渋川小学校体育館とグラウンドで
草津市総合防災訓練を市と合同で開催しました。8 時のサイレンで家
庭でのシェイクアウト訓練後、一次避難場所へ集合しました。その時に
滋賀県警のヘリコプターが上空から防災訓練の実施案内を流してくれ
ました。一時避難場所から人員・状況を確認後、避難者はゼッケンを
着用し町内幟旗を先頭に広域避難所へ徒歩で移動し受付を終了しま
した。開始式では渋川学区 15 町内会・みらいまち草津町内会のほか、
警察署・自衛隊・消防署・消防団・市内建設業会・市議会議員・一般参加者・千葉県君津市職員など、た
いへん多くの参加のもと草津市長のあいさつで始まりました。〔住民体験訓練Ⅰ〕と〔住民体験訓練Ⅱ〕に分
かれて訓練、その他〔炊出し訓練〕、〔食糧配給〕、〔バケツリレー〕など、それぞれの訓練に参加していただき
ました。今回ははしご車による校舎屋上からの人命救出訓練、警察と消防が協力して車両に閉じ込められ
た人の救出訓練、消防団による小型ポンプでの消防操法訓練を披露していただきました。今年は異常なほ
どの災害が身近なところで発生したため、今まで以上に住民の防災に対する関心が深まり、参加者数を予
定より大幅に超え 900 人もの参加がありました。今後も災害に強い渋川をめざし、皆さまと協働で取り組ん
でいきたいと思います。

健康福祉部会
昨年 12 月 7 日（金）に、京都円山公園・知恩院ノルディックウォーキング講
座を 36 人の参加で開催しました。講師には 11 月の「de 愛ひろば」ノルディッ
クウォーキング講座に引き続き全日本ノルディック・ウォーク連盟、滋賀県ウォ
ーキングライフマイスターの高野元男さんをお招きしました。現地到着までの
車中では、運動方法と効果、効能についての説明がありました。円山公園では
ポールを活用した準備体操をし、公園内をウォーキングしながらレクチャーを
受けました。階段の多い知恩院に移動する前には、階段でポールをうまく使う
方法の説明をしていただきました。知恩院の三門をくぐって御堂までの道のりは
急な階段の男坂、緩やかな階段の女坂に分かれていますが、多くの方が男坂
を上がられ、みなさん健脚ぶりを発揮されていました。除夜の鐘で有名な大鐘
楼も見学し、その大きさに驚き感動しながらノルディックウォーキングを楽しん
だ初冬の一日でした。
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秋季球技大会

渋川学区の将来像

昨年 11 月 11 日（日）、渋川小学校に於いて、秋季
球技大会を草津市チャレンジスポーツデーの一環とし
て 274 人の参加で開催し、体育館ではソフトバレーボー
ル大会、グラウンドではペタンク講習会を行いました。ソ
フトバレーボールは白熱した試合が続き、対抗戦の結
果は以下の通りとなりました。またペタンク講習会は、季
節外れの暖かさの中、家族ぐるみの参加があり、6 年後
のパリでオリンピックの正式競技種目になるペタンクの醍
醐味を知っていただきました。運営にご協力いただきま
した渋川スポーツ振興会のみなさま、渋川まちづくり協
議会の皆さまありがとうございました。

優
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教育文化スポーツ部会

開催しました。

成績の結果

渋川

多文化コミュニケーション

開催しました。
昨年 12 月 22 日（土）、渋川まちづくりセンター
にて、人権講座でお世話になった、藤田アニコー
さんをハンガリー料理の指導者としてお招きし、
外国出身の方 7 人を含む 40 人の参加で開催し
ました。東欧の味噌汁といわれているハンガリー
料理グヤーシュスープとココナッツボールを調理
体験した後、餅つき体験、草津市の推奨米「み
ずかがみ」でおにぎり作り体験をしました。グヤー
シュスープはパプリカやクミンなどの香辛料で赤く
スパイシーに味付けしたスープです。色ほど辛く
は無くからだがホカホカになり大変好評でした。食
事をしながらの交流会では外国出身者のお国の
紹介で盛り上がり楽しいひと時を過ごしました。

勝：渋川南二町内会

準優勝：中出第四町内会
三

位：北町第四町内会

敢闘賞：北町第三町内会

子ども育成部会

昨年 12 月 8 日（土）、渋川小学校体育館に於いてクリスマスふれ
あいコンサートを開催しました。今年は、草津を中心に多数のイベント
に出演されている「玉川ウインドオーケストラ」と前回大好評につき三
年ぶりの出演となる「滋賀男声合唱団」を招いて開催しました。玉川
ウインドオーケストラは、型にはまらないのびのびとした演奏で奏者と
観客が一つになって音楽を楽しみました。滋賀男声合唱団は総勢
50 人の男声が紡ぎだす迫力あるハーモニーに皆が聴き入りました。
演奏・合唱が始まると寒い会場が暖かくなり、とても盛り上がり楽しく
素晴しい時間を過ごすことができました。会場にはしぶはなちゃんも
参加して盛りあげてくれました。寒い時期での開催ですが、次年度も
会場が盛りあがるコンサートを目指したいと思います。

明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。
渋川学区まちづくり協議会
事務局

一同
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大人気のバンド、ミュージックセラ
ピー♪オンタイム♪さんをお迎え
し、音楽とお話で毎日の「思いやり」
を再確認していただきます。
き：1 月 26 日（土）
１０：３０～１２：００
ところ：渋川まちづくりセンター
大会議室
費 用：無
料
講 師：ミュージックセラピー
♪オンタイム♪のみなさん
申込み：渋川まちづくりセンターに
電話または FAX にて
と

昨年 12 月 12 日（水）に、
第６回渋川やすらぎ学級を開
催しました。講師に草津ハートセンターの看護
師坂本ミエ子さんをお迎えし、認知症予防につ
いてご説明いただきました。認知症とはどうい
う病気なのか？ということや早期発見の重要
性、現段階での考えられる予防方法について丁
寧に説明していただきました。普段から傍にい
る家族が「どうも様子が変だな」と感じたらな
るべく早く医療機関にかかり、投薬治療を始め
ることで病気の進行を遅らせることができる
場合もあり、本人も家族も落ち着いて病気と向
かい合う時間がつくれることなどを教えてい
ただきました。学級生の皆さんは、認知症につ
いて関心が高く熱心に聞き入っていました。

渋小だより

草津市の公立小中学校はすべてがコミュニティ・
スクールです。コミュニティ・スクールとは、『学校運
営協議会』を設け、地域代表の皆さんからご意見や
ご助言を伺いながら「地域とともにある学校づくり」を
めざす学校のことです。本校でも『生きる力』を育む
学校、多様な力が活かされる学校を創っていくため
に積極的に取り組んでいます。昨年 12 月 3 日（月）
に開催した本年度第２回の協議会では、特に地域
の方々の力をお借りしての体験的学習や人と人とが
つながる活動を高く評価していただきました。また、
潜在的に大きな力を持つ渋川の子どもたちにとっ
て、「“自主的、積極的にやってみる経験“が大切で
すね」というご意
見もいただきまし
た。これからの渋
川小教育の充実
に生かしていきた
いと思います。
《地域サロンでの５年生の交流活動》

毎年 9 月 13 日、伊砂砂神社に奉納される「雨
乞い御禮古式花踊り」の後継者育成の一環として
の前踊りで、御旅所より伊砂砂神社までの中山
道、約 300 メートルを江州音頭総踊りとして実施
してきました。中山道沿いには、我々の手作り提
灯を飾り付けてきましたが、この提灯も 15 年の月
日が経ち、今やボロボロの姿で、11 月の「街あか
り、華あかり、夢あかり」にも街を灯してくれていま
す。村おこし会員の努力がようやく実り、本番に於
いては小中学生の後継者として、特に女子の参
加が徐々に増えつつある昨今になりました。

昨年 12 月 15 日（土）に、渋川まちづくりセンター
自主教室の皆さん、まち協の皆さんに協力していた
だき一斉清掃を行いました。おかげさまで館内外とも
にとてもきれいになりました。ありがとうございました。

『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〔草津市立渋川まちづくりセンター（☎ 077-569-0350）〕までお願いします。

