
編集発行 渋川学区まちづくり協議会 
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渋川学区（令和元年 7 月 31 日現在） 

人口  9,672 人 

男性  4,816 人 女性 4,856 人 

世帯数 4,331 世帯 

令和元（2019）年 9月 1日            地域情報 渋川             第 73号(1) 

 

  

渋川学区の将来像 ～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川～ まちづくり協議会より 

健康福祉部会 

 毎年９月１３日は、渋川の伊砂砂神社境内では「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、幸いにも雨が降った

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。昨年は応仁

２年から数えて５５０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まし

た。今年の燈明祭は新たな５０年に一度の「本踊り」に向けての第一歩です。６０

０年祭は令和５０年です。未来永劫、子々孫々に花踊りをつなげていきましょう。 

 

 

花踊りを継承していくために小学

生の希望者が、踊りと太鼓の練習を

重ねています。年々希望者が増え

燈明祭に華を添えてくれます。 

≪燈明祭・花踊り≫ 
*日時：９月１３日（金） 
      ２０時～ 
*場所：伊砂砂神社 境内 

８月２日（金）に、健康福祉部会主催の「認知症予防体操」を開催

しました。講師に、健康運動指導士の中原今日子さんをお迎えし、

集まった参加者４４人が体操を教わったり認知症についての説明を

聞いたりしました。中原先生の楽しいお話に大笑いしながら軽く体を

動かしたあと、資料をもとに運動によって認知機能が改善すること

や、実際に日々どれくらい運動すればいいのかなど教えていただきま

した。その後、床に線路のような形の道具を設置して線を踏まないよ

うに歩く練習をしたり、アップテンポな曲に合わせて身体を動かしたり

ました。また、平成２９年度にセンターロビーに設置した体組成計を使

って筋肉量や推定骨量、基礎代謝量などの測定をし、市役所保健

師の指導を受けました。参加した人からは、もっと開催してほしいとい

う意見が多数ありました。一人ひとりが継続的な運動を心がけ、認知

症予防に取り組み、『健康のまち渋川』を目指しましょう。 
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まちづくり協議会より 渋川学区の将来像 ～笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋川～ 

「渋川学区敬老会」を下記の日程で開催いたし

ます。長年にわたり社会貢献、地域貢献してこられ

たことに敬意を表し、長寿をお祝いします。 

✱日時：９月２２日（日） １１時 00分から 

    （受付は１０時３０分から） 

✱場所：渋川小学校体育館 

（スリッパ等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の 

案内状をご覧ください。 

 

健康福祉部会 

教育文化スポーツ部会 

地域安全コミュニティ部会 

ふれあいまつり実行委員会 

 「第１７回渋川学区ふれあいまつり」を下記の日程

で開催します。「笑顔・思いやり・ふれあいのまち渋

川」をテーマに開催しますので参加をお願いします。 
 

     *日時：１０月２７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日配布の「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」をご覧ください。 

 

 今年度の防災訓練は、学区独自の訓練を実施し

ます。現在、防災事業実行委員会で訓練内容など

を協議・検討しています。訓練内容は決まり次第、

各町内会へお知らせします。いざという時に備えて

“災害、絆ともに強い渋川”をめざして、渋川学区の

防災事業に取り組みます。 

     *日時：１１月２３日（土・祝） 

           ８時から〔予定〕 

    *場所：渋川小学校体育館 

グラウンド 

 

 
 渋川学区まちづくり協議会と渋川スポーツ振興会の

共催で「第 37 回渋川学区大運動会」を下記の日程で

開催します。学区民の交流を深め、各町内会が一致

団結して力を発揮し、優勝めざしてがんばりましょう。 

      *日時：１０月６日（日） 
８時５０分から開会式 

      *場所：渋川小学校 グラウンド  
※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。 

昨年度大人気だった『ノルディックウォーキング教室』を今

年度も開催します。ノルディックウォーキングとは、両手にポ

ールを持って楽しみながら歩くウォーキングのことです。初め

ての方にも講師が丁寧に説明いたします。京都平安神宮前

の岡崎公園内でノルディックウォーキングについてのレクチ

ャーを受けたあと、臨済宗南禅寺派大本山南禅寺まで歩

きます。有名な水路閣や三門など、ぜひ一緒に見に行きま

しょう。詳しくは、この地域情報と同時配付しました募集ちら

しをご覧いただき、渋川まちセンまでお申し込みください。 

と き：１０月 ４日 （金） １０時出発 
集 合：渋川まちづくりセンター 
対 象：渋川学区在住の大人４０人程度 
参加費：６００円 （弁当代） 

参加者募集中！ 

健康福祉部会 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563614242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvODcwMw--/RS=%5EADBZyvaNG0jygXcnlWGdp_nu5lb408-;_ylt=A2RCKwyiijFdxGMA2CGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563614406/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMtdHN1a3VzaGkuanAvMjcxMTE3Lmh0bWw-/RS=%5EADBzuiMA5GM67JDbmBUkpysxbxrLFs-;_ylt=A2RCD01FizFdhW4ALwaU3uV7
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第 73号(3)             地域情報 渋川           令和元年 (2019) 9月 1日 

まちづくり協議会より 

 

地域安全コミュニティ部会 

渋川の歌制作委員会 

地域安全コミュニティ部会 

渋川 歴史街道ライトアップ事業 

 

 安心・安全なまちづくりをめざして、特殊詐欺に遭わ

ないための『コツ』や、事故に遭わないための安全な自

転車運転について分かりやすく学びます。みなさん是

非ご参加下さい。 

 ✤日  時：１０月１９日（土） 

            １３時３０分〜１５時００分 

 ✤場  所：渋川まちづくりセンター 大会議室 

 ✤参加費：無料 

         野村交番所長 木村 仁さん 

        ：草津市交通政策課 山本 幸正さん 

  

  がんばる地域応援交付金事業として、教育文化スポ

ーツ部会が担当し渋川通りの活性化を図り、街道を明

るくしようと「提灯」を作製しました。伊砂砂神社の燈明

祭など、各種イベントのＰＲ活動や、「街あかり・華あか

り・夢あかり」のライトアップのため新しく花踊り用１０個、普

段用２０個を作製しました。渋川通り沿いおよび渋川学区の

方々に「提灯」設置の協力を願い、渋川通りを中心に明るく

します。 

  

草津街あかり・華あかり・夢あかり

が、草津駅東側商店街通り一帯、

立木神社〜伊砂砂神社、草津川

跡地公園ｄｅ愛ひろばで開催されま

す。当協議会も伊砂砂神社にしぶ

はなちゃん行灯などの飾り付けをし 

様、神社の境内では温かいコーヒー、子

どもたちにはジュースなど提供します。お

友達、ご近所、お誘い合わせのうえ、み

なさんのご参加をお待ちしています。 

 *日時：１１月１日（金）、２日（土） 

     １８時００分～２１時００分 

*場所：伊砂砂神社境内および周辺 

※詳細は町内会を通じて配布の 

ちらしをご覧ください。 

✤講 師： 

 昨年より取り組んできました、

「渋川の歌♪」が地域の皆さま

や渋川に縁のある方たちのご協

力により完成しました。歌の発表

は渋川学区ふれあいまつりで行

います。是非お聴きください。 
 

*日時：１０月２７日（日）   

１３時～１３時２０分 

*場所：渋川小学校体育館 

清らかに流れる 伊佐々川 

太鼓にあわせて 花踊り 

過去（むかし）と現在（いま）が  

重なり合って 

みんなが 集うまち 

渋川 やっぱりこのまちが好き 

心と心で つながってる 

渋川 希望の風が吹く 

このまちを さあ 歩いてゆこう 

変わりゆく 景色の中で 

子どもたちの声が 響いてる 

出会いの糸が 絆になって 

未来へ のびてゆく  

渋川 やっぱりこのまちが好き 

笑顔や思いやりに あふれてる 

渋川 希望の風が吹く 

このまちを ほら 歩いてゆこう 

いつまでも いつまでも・・・                         

て参加します。今年は渋川学区のロゴ入り提灯も出来上

がりより一層、あかりで街道を賑やかに照らします。昨年同 

https://illustimage.com/?dl=7707


 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 73号(4)             地域情報 渋川             令和元（2019）年 9月 1日 

まちづくりセンターより 

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

   渋小だより 
  渋川小の子どもたちは、たくさんの地域のみなさまに支えられて成長していま

す。特に、毎日の下校にかかわっては、『子ども見守り隊』のみなさまの温かい眼

差しにより、安心・安全が保たれたなかで家まで帰ることができています。ところ

で、これまでは、突然の悪天候や校外学習からの帰校の遅れなどによって、急な

下校時刻の変更があっても、『見守り隊』のみなさまにお知らせすることができてい

ませんでした。 そこで、保護者の方にもご登録いただいている「草津市学校一斉 

メールシステム」をご案内します。各自治会を通じ

てお手元に『登録のご案内』が届きましたら、この機

会にぜひ、ご登録ください。なお、今回のご案内は、

渋川の『子ども見守り隊』にご登録されている方に

限ります。また、「一斉メールシステム」への登録は

毎年更新していただく必要がございます。 

 

 

７月１０日（水）に、草津ケアセンターの理学療法士 

北林智史さんをお迎えに、『認知症予防体操』を開催し

ました。一見簡単な動きなのに、普段あまりやらない動き

だというだけでなかなか上手くできず、受講生から「あ

れ？あれ？」と笑い声が…。また、認知症についての講

話も聞いたり、簡易な認知症チェックを体験したりしまし

た。簡単な質問には概ね答えられるのに、踏み込んだ質

問になると職員も答えられませんでした。普段やらないこ

とを意識してやってみることは、よい刺激になるそうです。 

６０歳以上の人が亡くなるまでに、認知症を発症する

確率は５０％以上だと言われています。継続的な運動を

こころがけ健康寿命を延ばしましょう。 

【蛍光管・乾電池・使い捨て 

ライターの回収】 

渋川まちづくりセンターでは、
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、それぞれ専用
の回収箱に入れて下さい。 

*名画でびっくりコラージュ 

（貼り絵）をする皆さん → 

蛍光管・乾電池回収箱 

（自転車置き場入口） 

使い捨てライター 

回収箱は事務所

の窓口横です。 ※詳しくは渋川小学校まで。   ☎：０７７－５６６－６１１６ 

 

７月３１日（水）に、滋賀県立近代美術館 専門

学芸員の平田健生さんをお迎えし、２５人が参加し

開催しました。前半は「絵画を隅々までよく見る」「見

たものを言葉にする」など鑑賞のコツを学びながら、

名画のスライドを見ました。見落としがちな特徴に着

目することができ、光の射す方向や背景を吹く風が

読み取れるようになりました。後半は、名画を土台に

して果物や日用品・動物やゆるキャラなど様々な素

材を貼り合わせて自分だけの作品を作るコラージュ

（貼り絵）を体験。参加者からは「絵画鑑賞の面白さ

がよく解り、楽しく学ぶことができた」という声がありま

した。 

 


