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渋川学区 （令和４年５月 3１日 現在） 

人口   9,566 人 

男性   4,759 人  女性 4,807 人 

世帯数 4,466 世帯 

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

 

渋川学区のシンボルマークとマスコットキャラクター“しぶはなちゃん” 

さて、国内のコロナ感染はやや落ち着き
をみせているとはいえ未だ収束は見通せま
せん。今後とも感染対策をしっかりと行うと
ともに協議会理事・評議員さまをはじめ関
係者の皆さまのご意見やお知恵をお借りし
ながら事業運営に工夫を凝らしていく所存

であります。 
これからも学区の皆々さまが快適安全で

心身共に健康にお過ごし頂けますことを祈
念しご挨拶に代えさせていただきます。   

 （１） 

令和４年５月２２日（日）に開催いたしました渋川学区まちづくり協議会「令和４

年度定期総会」は、事前に理事会で協議した結果、規模を縮小して各町内会

長と監事、各部会長のみで渋川まちづくりセンターに集まって行いました。 

なお、その他の各副部会長や各評議員の皆様には、書面にてご審議いただ

きました。提出していただいた議決権行使書での賛成票と、当日出席いただい

た方々及び委任状を以って、全議案とも賛成が過半数を超え承認されました。 

 

≪議案≫ 
＜第１号＞ 令和３年度事業報告 

＜第２号＞ 令和３年度決算・会計監査報告 

＜第３号＞ 令和４年度役員・理事選任 

＜第４号＞ 令和４年度各種委員会設置 

＜第５号＞ 令和４年度事業計画 

＜第６号＞ 令和４年度当初予算 
 

＊詳しくは、当協議会のホームページをご覧ください。 

 「渋川学区まちづくり協議会」で検索できます。 

 

≪渋川学区まちづくり協議会会長 林 栄治≫  
平素は、渋川学区まちづくり協議会の事

業運営にご理解と多大なご協力を賜り厚く

お礼申しあげます。令和４年度の定期総会
は、感染対策のため各町内会長や監事、
各部会長の皆さまで開催し、その他の副部
会長や評議員の皆さまには書面にてご意
見をお伺いしました。 

 

 

 



ふれあいまつり実行委員会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

（２） 

令和４年度 渋川学区まちづくり協議会役員・理事・正副部会長のご紹介 

役  職 役員氏名 

会 長 林   栄治 

副会長 冨田 康夫 

副会長 澤田 貴至 

会 計 橋本 忠裕 

監 事 夏原 かず子 

監 事 涌井 康貴 

顧 問 永井 信雄   

 

事業費名等 予算額 

＜一般会計＞ 

地域安全コミュニティ部会費 2,053 

健康福祉部会費 2,469 

子ども育成部会費 811 

教育文化スポーツ部会費 1,858 

共通事務費  3,325 

予備費 1,309 

しぶはなちゃん企画委員会 1,383 

合  計 13,208 

＜特別会計＞ 

渋川まちづくりセンター管理運営事業 24,910 

地域課題解決応援交付金事業 1,923 

合  計 26,833 

 

所 属 理事氏名 

渋川南町内会 北川 義洋 （※） 

渋川南二町内会 木村 任志 （※）  

渋川南三町内会 澤田 貴至 

渋川中町町内会 林   栄治    

渋川中町第二町内会 谷口 純一  

北町第一町内会 中村   隆     

北町第二町内会 川那辺 健治  

北町第三町内会 中村 光男 

北町第四町内会 冨田 康夫  

北町第五町内会 水野 博之 

中出第一町内会 橋本 忠裕 

中出第二町内会 大谷 博司 

中出第三町内会 佐藤 正文 （※）   

中出第四町内会 田中 良久 

中出第五町内会 大西 寿史 （※） 

地域安全コミュニティ部会 
部 会 長：平岡 典子 

副部会長：木幡 周治 （※）  

健康福祉部会 
部 会 長：糸井 敏明 

副部会長：藤田 隆男 （※） 

子ども育成部会 
部 会 長：大庭 幸治 

副部会長：青木   周 （※） 

教育文化スポーツ部会 
部 会 長：西川 泰功 

副部会長：大下 和己 （※）  

（※）印は新理事です。 

【役員】                        （敬称略） 
 

【理事】                       （敬称略） 
 

【令和３年度当初予算】        (単位：千円) 

令和４年度渋川学区まちづくり協議会・組織体制 

防災委員会 

しぶはなちゃん企画委員会 

総 会 

ふれあいまつり 

清掃・不法投棄監視活動 

交通安全・地域啓発活動 

まちづくり研修 など 

敬老会事業 

健康福祉事業 など 

地域課題解決応援交

付金事業 

青少年育成事業 

地域協働合校事業など 

地域課題解決応援交付

金事業 

 

人権学習・研修 

大運動会・球技大会 

渋川の花踊り練習会 

渋川の歌活用推進 など 

 

 

地域安全コミュニティ 健康福祉 子ども育成 教育文化スポーツ 部会 

基
本
事
業 

会  長    １名 

副会長    ２名 

会  計    １名 

理 事   １９名 

監  事    ２名 

顧  問    １名 

事務局    ５名 

 理事会 



 

  

 

 

 

                     

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

 

開催予定日 事業 

４月、６月、１１月 一斉河川清掃 ほか 

６月１８日（土） じゃがいも収穫体験 

７月 ２日（土） 渋小グッズリサイクル会 年２回  

概ね毎月２回 わくわく！渋川親子ひろば 

８月～１０月 敬老会事業（各町内会にて） 

９月２４日（土） 秋のミニコンサート 

１０月 ３日（月） 認知症予防体操 

１０月 ９日（日） 大運動会 

１０月～１２月 町内学習懇談会 

１０月２３日（日） ふれあいまつり 

１２月 ２日（金） ノルディックウォーキング 

来年 １月中 まちづくり研修 

来年 １月２１日（土） 人権現地研修 

来年 ２月１８日（土） 花植え・じゃがいも植え 

まちづくり協議会より 

（３） 

渋川学区の将来像 ～笑顔・ふれあい・思いやりのまち・渋川～ 

＊まち協事業及びセンター事業は、諸事情により変更や

中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

≪渋川スポーツ振興会・教育文化スポーツ部会≫ 

５月２９日（日）、渋川スポーツ振興会主催・渋川学区ま

ちづくり協議会協賛のソフトボール大会を渋川小学校グラウ

ンドで開催しました。快晴で絶好のスポーツ日和の中、合計

２００名程の方々にご参加いただきました。万全の感染症対

策と共に熱中症予防のため水分補給にも気をつけました。

まずは恒例の「しぶはなちゃん」参加の始球式。…まさかの

デッドボール！幸い、しぶはなちゃんは平気で大笑いのスタ

ートとなりました。試合は例年になく大接戦、ご近所さんから

の応援もあり、大変盛り上がり楽しい一日を過ごしました。 

優勝は渋川南二町内会、準優勝は中出第五町内会、３

位は中出第三町内会でした。 開催に際しましては、各町内

会の皆様には多大なご協力を頂きありがとうございました。 

 

 

と き：７月８日（金）、２２日（金） １０時３０分から 

ところ：渋川まちづくりセンター 和室 

対 象：渋川学区にお住いの０歳６か月から３歳までの 

未就園児と保護者 

≪子ども育成部会≫ 

子ども育成部会では、概ね毎月２回「わくわく！渋川親子

ひろば」を開催しています。講師から子育てに役立つ話を聞

いたり、大きなおもちゃで一緒に遊んだりして保護者同士で

交流を深めましょう。詳しくは、６月号の広報くさつと同時に

全戸配布した案内ちらしをご覧の上、お申し込みください。 

 

≪健康福祉部会≫ 

健康福祉部会では、学区内の高齢

の方が身近な場所でより楽しく健康的に

過ごせるよう昨年度から検討を重ねて

きました。その第一弾として、地域でが

んばる高齢者福祉活動団体を周知す

るちらしを作成しました！健康福祉部会

では、活動を広めて応援します。まず

は、学区内の老人クラブ２団体の紹介

です。楽しいイベントやグループ活動が

盛んです。ご興味のある方は対象の町

内会をご確認の上、ぜひお問い合わせ

ください。詳しくは、７月号の広報くさつと

同時に（入会の対象となる町内会のみ

に）配付するちらしをご覧ください。 

          ≪地域安全コミュニティ部会≫ 

４月１７日（日）と６月５日（日）の２回に分けて、各

町内会で一斉河川清掃を実施しました。皆さんのお

かげで雑草が生えた河川や泥土が溜まった側溝が

美しくなりました。地域コミュニティの変化によって人

とのつながりが希薄になってきていると言われます

が、このように地域ぐるみで行う活動の大切さを改め

て実感いたしました。今後も渋川学区が住み良いま 

 ちとなるよう努めてい

きたいと思います。 

ご協力いただきまし

た皆さん、ありがとうご

ざいました。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          

まちづくりセンターより 

（４） 

豪雨災害に備えよう 

渋川まちづくりセンターでは、６０歳以上の人を対象に、

学びの場の提供や仲間づくりを目的に毎年「渋川やすらぎ

学級」を開催しています。今年度は４１人の申し込みがあ

りました。５月１１日（水）には、開講式と第１回講座を開催

しました。開講式では、大羽運営委員長からのご挨拶の

あと、渋川学区まちづくり協議会事務局長より祝辞をいた

だきました。第１回講座では、音楽ユニットのＧＩＮＬＡＬＡさ

んをお迎えしミニコンサート「ＧＩＮＬＡＬＡと草津を歌おう」と

題して特産の野菜や果物の歌や懐かしい歌を披露してい

ただき楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

また、６月８日（水）には、第２回講座「ニュースポー

ツに挑戦」を開催し、講師は草津市スポーツ推進委員

指導研修部会長の池田昌隆さんにお願いして渋川学

区スポーツ推進委員の北川眞造さんと北川稔さん、曽

和照子さん、小山博さんに指導に来ていただきました。

今回体験したニュースポーツは「コロコロ玉入れ」と「スタ

ーホール」の２種目で、大勢で一緒に運動するよい機

会となりました。 

近年、洪水などの甚大な被害が出るような豪雨災害

は、７月に多く発生しています。気象庁では、この豪雨災

害の要因とされる「線状降水帯」について６月１日から、発

生する半日から６時間前までに気象情報の中で伝える取

り組みを始めました。このような情報に加えて市が作成した

草津市（渋川学区）洪水・内水ハザードマップ等も活用し、

事前に家族と避難場所や避難経路を確認して災害に備

えましょう。草津市（渋川学区）洪水・内水ハザードマップ 

は、草津市役所河川課のほ

か渋川まちづくりセンターにも

保管しています。必要な方は

窓口でお申し出ください。 

渋川まちづくりセンターでは、だれもが住みやすいま

ちづくりを進めるため、毎年人権講座を開催していま

す。今年度は、「しんゆう」コンビの人権漫才・コントで

楽しく学びませんか！？多くの皆さんのご参加をお待

ちしています！ 
 

と き：令和４年８月２７日（土）１３：３０～１５：００ 

ところ：渋川まちづくりセンター 大会議室 

テーマ：笑えない！？漫才・コント 

～人権っていったい何やねん～ 

ゲスト：しんゆう  

前草津中学校長 髙野裕子さん 

自由人       大岩眞司さん 

６月４日（土）に、渋川福複

センター夏の大掃除を実施し

ました。感染防止対策をとりな

がら普段なかなか掃除できな

い場所を中心にきれいにして

いただきました。おかげさまで、

館内外ともたいへん美しくなり

ました。ご協力いただきました

皆さま、ありがとうございまし

た。感謝いたします。 

現在、各ご家庭にお持ちの『草津市指定ごみ袋引換券』

の引換有効期限は、令和４年９月３０日（金）までです。期限

を過ぎた引換券は使用できませんので、ご注意ください。 

１０月１日（土）からは、新しい引換券のみ、草津市指定ご

み袋と交換できます。 


