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渋川学区（令和元年 11 月 3０日現在） 

人口  9,638 人 

男性  4,805 人  女性  4,833 人 

世帯数 4,309 世帯 

令和 2（2020）年 1月 15日            地域情報 渋川             第 76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 

 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理解とご協力を賜り

厚くお礼申しあげます。さて、昨年は全国的に台風の多

い年であり水害の被害も多発しました。災害には常に 

備えなければなりません。毎年要望しております河川改修工事も今年は早急

に実施するようお願いしたいと思っています。６年間続けてきた当学区の防

災訓練も欠かす事の出来ない事業となっていますので今後も参加協力お願い

いたします。また、２年前より取組んできました「がんばる地域応援交付金事

業」で渋川の歌‟やっぱり渋川が好き“と‟しぶはなちゃん音頭”が完成し皆さ

まにお披露目する事ができました。渋川を誇りに思い後世につたえていただ

きますよう願います。今年も皆様方のご協力によりまして地域の活性化を推

進するために取組んでまいります。末筆になりましたが本年も平和な年にな

りますようにご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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第 76号(2)             地域情報 渋川          令和 2 (2020) 年 1月 15日 

 

 
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～ 

子ども育成部会 

健康福祉部会 

教育文化スポーツ部会 

防災事業実行委員会 

１１月３０日（土）に渋川小学校体育館でクリス

マスふれあいコンサートを開催しました。当日は総

勢２７２人が参加しました。２年ぶりに草津中学校

吹奏楽部の皆さんに演奏いただき、またスペシャ

ルゲストとして、国内のみならず海外でも活躍され

ているゴスペルシンガーのJAYE
ジ ェ イ

公山
こうやま

さんをお招

きして、おおいに盛り上がりました。中学生も日ご

ろの練習の成果を存分に発揮し、アンコール曲の

「きよしこの夜」では、JAYE
ジ ェ イ

さんと共演しました。地

域の大人と子どもが音楽を通してつながることが

できた楽しい一日となりました。 

１２月６日（金）に、 

筋力低下による転倒

予防を目的に、『いきいき筋力ＵＰ体操』を開催しました。

今年も講師に健康運動指導士の中原今日子さんをお迎

えし、４０人の参加者が寒さに負けず元気いっぱい身体を

動かしました。今回は、参加者が自宅でも取り組めるよう、

多くの人が知っている「ラジオ体操第一」を参考に椅子に

座った体勢でひとつずつの動作を丁寧に教えていただきま

した。また、膝に負担の少ない体勢でのスクワットにもチャ

レンジし内腿やお腹周りの筋力アップの大切さも学びまし

た。中原さんの楽しいトークで、全員が何度も大笑いしなが

ら取り組むことができました。参加者からは、「身体がぽか

ぽかと温まり、とても楽しく運動できました」「次回も楽しみ

にしています」等のご意見が多数ありました。 

方式の試合を順に行い大人から子どもまで、応援者を

含め２４０人が参加し、多くの声援を受けて各試合とも

熱戦となりました。グラウンドでは、チャレンジスポーツデ

ーのペタンクなど行いました。フルセットの試合をする町

内会や、１点差の緊迫した試合が多く、たいへん盛り上

がりました。試合や応援を通じての地域の親交をさらに

深めることができました。結果は以下の通りでした。 

１１月１０日（日）、渋

川小学校体育館におい

てソフトバレーボール大

会を開催しました。１５町

内会対抗のトーナメント   

優  勝：中出第四町内会 

準優勝：渋川南三町内会 

第三位：北町第五町内会 

敢闘賞：中出第三町内会 

１１月２３日（土・祝）に渋川学区防災訓練を総勢２２４人に

参加いただき実施しました。渋川小学校の体育館では１５町

内を３班に分けて交代で訓練しました。 

①避難所運営訓練では、あらかじめ避難場所（体育館）の

レイアウトを決めておき、様々な避難者を状況に応じて誘

導・案内・配置する訓練 

②訓練見学では、他班がその様子を体育館２階から見学し

評価する訓練 

③避難所関連訓練では、起震車「グラドン号」による地震体

験と新聞紙を使って食器作りをする訓練。 

また、渋川小学校駐車場では「ドラム缶かまど」を設置し炊

飯袋による炊飯とカレーの炊き出し訓練をし新聞紙で作った

食器を使って食べました。訓練はなかなか思うようにいかず

反省点も多くありましたが「いざという 

時」にこれらの反省を生かすことで 

この訓練の意味があると思います。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 76号(3)             地域情報 渋川           令和 2 (2020)年 1月 15日 

まちづくり協議会より 

地域安全コミュニティ部会 

教育文化スポーツ部会 

子ども育成部会 

 昨年第３講座、第４講座、町内学習懇談会で人権

を色々な角度から学びました。「人権実践発表の集

い」はこれらの総まとめとして開催します。実践発表の

後、片山恵泉さん（草津市同和教育啓発講師団）か

ら「最近の人権同和教育の課題から」と題して講演の

予定です。 

日 時：令和２年１月２５日(土)１０時～１１時３０分 

と こ ろ：渋川まちづくりセンター 

大会議室 

参加費：無    料 

講  師：臨床心理士 小池 由香里さん 

内  容：子どもとのやりとりを成長の流れに沿って確認

してみましょう。生活の中でやってみようという実践例を

お伝えします。ぜひ、ご家族で参加ください。 

託児あり 

渋川小学校の卒業式と入学式を飾るお花を植えま

す。また、畑にジャガイモの種イモを植える予定です。 

日 時：令和２年２月２２日(土)１０時～１２時３０分 

と こ ろ：渋川小学校 畑 

参加費：無 料 

詳しくは、「地域情報渋川」と一緒に 

配布するチラシを確認のうえ、 

お申込みください。 

参加者募集中 

教育文化スポーツ部会 

  令和２年２月１日（土）に地域のまちづくりを

検討・計画・実践していくため、当協議会の

評議員対象に先進地（長浜地区地域づくり 
 

 連合会・さざなみタウ

ン文化福祉プラザ

内）を視察し知見を

広めます。 

 

日時：令和２年２月１９日（水） 
       １９時３０分～21時 〔予定〕 
場所：渋川まちづくりセンター 

       大会議室 
 

 １２月２１日（土）、渋川まちづくりセンターで、日本人のシェフ加藤弘さんをイタ

リア料理の指導者にお招きし、外国出身の方７人を含む４９人の参加で開催しま

した。イタリア料理のボローニャ風ミートソース生パスタ作りをしました。生パスタは

実際に手打ちして、プロになった気分でみなさん楽しく捏ねていました。その後、

餅つき体験、草津市の推奨米「みずかがみ」でおにぎり体験をしました。もう一

品、サプライズで冬野菜のミネストローネスープを講師に作っていただきました。

たっぷりの冬野菜とひよこ豆が入ったスープで体が温まりました。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。今年は西消防署から、

機能別消防団（災害時などに外国籍の方をお世話す

る）で活動のフィリピン出身の方にも参加していただ

き、活動の内容を説明してもらうなど勉強になった交

流会でした。 



センター大掃除のお礼  

しぶはなちゃん音頭の歌詞            （３番） 

（１番）                      あかりがともるよ中山道 伊砂砂神社の燈明祭  

ここは良いとこ 渋川で ふんわり生まれた妖精は   今夜は踊ろう花おどり 渋川笑顔の真ん中は 

まんまるほっぺに 花笠で 軍配ふりふりにっこにこ  しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞ 

しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞     しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞ 

しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞     しぶはな音頭で 伊砂砂（いっさっさー） 

しぶはな音頭で 伊砂砂（いっさっさー）         ※繰り返し 

（２番）                         

ながれながれる伊佐々川 たいこをドンドン花踊り 

さくらさくらの桜餅 大好き幸せ届けます 

しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞ 

しぶはなちゃん しぶはなちゃん ＜あソレ＞ 

しぶはな音頭で 伊砂砂（いっさっさー） 

 

１２月１４日（土）、渋川まち

づくりセンター自主教室の

皆さん、地域の皆さんのご

協力のもと大掃除を行いま

した。おかげさまで館内外と 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 76号(4)            地域情報 渋川             令和 2（2020）年 1月 15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 

 

渋川の歌♪制作委員会 

 １１月３０日（土）、渋川小学校体育館において当

協議会・子ども育成部会主催のクリスマスふれあい

コンサートで「しぶはなちゃん音頭」のお披露目をしま

した。昨年度より取組んできましたがようやく完成し、

お披露目となりました。次は振付けを考え音頭を広

めていきます。 

   

渋川まちづくりセンターでは「誰もが安心して住める

まちづくり」を目指し毎年、人権講座を開催していま

す。今回は盲導犬のペリー君と生活する前田眞理

さんが、日常生活において気づいたこと・感じたこと

などをお話されます。盲導犬との暮らしについて教

えてもらいましょう。 

と き：令和２年２月２９日（土）  

１３時３０分～１５時 

ところ：渋川まちづくりセンター大会議室 

対 象：どなたでも無料で参加できます。 

※詳しくは、１月１５日付けの地域情報と同時 

に配布のちらしを確認のうえお申込みください。 

※ 

     渋川小学校初めての試みとして、１１月２５日から２９日までの１週間、子ども

たちは『もくもく掃除』に取り組みました。日ごろの掃除もがんばる子どもが多いのです

が、いつも以上に集中して、いつもは見逃しそうなところまでていねいにゴミを集め、埃 

を拭い学校中をピカピカにしようというものです。使い古しの

歯ブラシや割りばしに古布を巻き付けた道具を使って文字

通り黙々と…。サッシの隙間や床板の継ぎ目まで磨いて汚

れを削ぎ落していました。美しくなったのは、きっと校舎だけ

ではなかったでしょうね。 

１２月１１日（水）に、渋川やす 

らぎ学級第６回講座として「創 

作落語と簡単しめ縄作り」を開催しました。エコノボイス滋賀代表

の九冊八
く さ つ や

帰帆
き は ん

さんをお迎えし、琵琶湖の藻刈り舟を題材にした

創作落語を披露していただきました。後半は、稲わらではなく百

円ショップで購入できる紙のひもを使ってしめ縄作りにチャレンジ

しました。隣の人と協力しながら結んだり、松や寒つばきの造花を

あしらったりしてきれいなしめ縄を完成させることが出来ました。ゆ

っくり会話しながら和気あいあいと取り組めました。 

もとてもきれいに

なりました。ありが

とうございました。 
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