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渋川学区（2021 年５月 3１日現在） 

人口   9,513 人 

男性   4,759 人  女性 4,754 人 

世帯数 4,374 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 

 

（１） 

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” 

令和３年５月２３日（日）に開催予定だった渋川学区まちづくり協議会

の令和３年度定期総会は、県内の新型コロナウイルス感染者が急増し

たことから、臨時理事会を開き協議した結果、評議員（約９０人）がまち

づくりセンターに集まって行う定期総会は中止して、昨年度同様、『書

面審議』を行うことになりました。 

提出期限の５月２４日（月）までに理事と評議員の皆さんから提出し

ていただいた書面表決書を集計した結果、全議案とも賛成が過半数を

超え承認されました。 

 

≪議案≫ 
＜１号＞令和２年度事業報告 

＜２号＞令和２年度決算・会計監査報告 

＜３号＞規約一部改正 

＜４号＞令和３年度役員・理事選任 

＜５号＞令和３年度各種委員会設置 

＜６号＞令和３年度事業計画 

＜７号＞令和３年度当初予算 

 

≪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。 

この度は評議員の皆さまのご賛

同を賜り会長に就任させていただく

ことになりました。 

 これまで先輩諸氏により脈々と受け継がれてきた渋川

の財産に感謝しながら一つでも二つでも積み重ねていけ

るよう専心努力いたす所存でございます。どうぞ皆々さま

のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

本年度も新型コロナウイルスによる多難なスタートとなり

ましたが、ご承認いただきました事業につきましては、安

全・安心を最優先とし推進していきたいと考えています。

あわせて、地域の皆さまのお声をしっかりと受けとめるとと

もに各団体さまとのコミュニケーションにも重点を置くつもり

でいます。 

皆さまにとり平穏な日々を一日も早く取り戻すことがで

きますよう祈念しつつ、ご挨拶に代えさせていただきま

す。    

 

≪中村繁樹 （北町第三町内会）≫ 

日ごろは、渋川学区まちづくり協議会の運営にご理解とご

協力をいただき誠にありがとうございます。この度、当協議会

会長を退任する運びとなりましたので、お知らせ申しあげま

す。平成２４年に「渋川学区まちづくり協議会」を設立して以

来、在任中、地域の皆様には多大なるお力添えを賜り、心

より感謝申しあげます。市より「自分たちのまちは自分たちで

つくる」という働きかけのもと立ち上げられた協議会で、『渋川

学区に住んでいて良かった』と思っていただけるようなまちづ

くりを目指して、理事や評議員の皆様と共に９年間にわたり

取り組んで参りました。今日まで、私が会長という任務を全う

することができましたのも、各町内会長の皆様をはじめ役員

の皆様からのひとかたならぬご支援がありましたからこそでし

た。重ねてお礼申しあげます。令和３年度からは、新会長の

もと運営していかれます。しかし、地域でのつながりを深める

ことが困難な状況が続いています。現在ワクチンの接種が

待たれるところですが、引き続き感染対策を徹底しつつ思い

やりの心を忘れずに過ごしていき、一日も早く以前のような

笑顔溢れる日々に戻ることを祈念いたしまして、退任のご挨

拶といたします。関係者各位、ならびに地域の皆様、 

誠にありがとうございました。   



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３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 大村 孝雄 

副会長 冨田 康夫 

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  （6/1理事会任命） 

 

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 2,113 

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  3,326 

予備費 1,343 

しぶはなちゃん企画委員会 1,223 

合  計 13,143 

＜特別会計＞ 

渋川まちづくりセンター管理運営事業 24,744 

地域課題解決応援交付金事業 1,500 

合  計 26,244 

 

所 属 理事氏名 

渋川南町内会 大村 孝雄  

渋川南二町内会 田平 照雄 （※） 

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 梅景 聖夜   

中出第四町内会 田中 良久 （※） 

中出第五町内会 東郷 憲治 （※） 

地域安全コミュニティ部会 
部 会 長：平岡 典子 

副部会長：佐藤 正文 （※）  

健康福祉部会 
部 会 長：糸井 敏明 

副部会長：西村 幸容 （※） 

子ども育成部会 
部 会 長：大庭 幸治 

副部会長：松田 幸治 （※） 

教育文化スポーツ部会 
部 会 長：中野 博之 （※） 

副部会長：西川 泰功  

（※）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３年度渋川学区まちづくり協議会・組織体制 

防災事業実行委員会 

しぶはなちゃん企画委員会 

総 会 

ふれあいまつり 

地域安全啓発活動 

交通安全啓発活動 

まちづくり研修 など 

敬老会事業 

健康福祉事業 など 

青少年育成事業 

地域協働合校事業など 

 

人権学習・研修 

大運動会・球技大会 

花踊り 

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 



  

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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～ 

≪教育文化スポーツ部会≫ 

５月３０日（日）に、夏季球技大会（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。今年は例年にない早い梅雨入りでしたが、当日は快晴で絶好のスポーツ日和でした。１

６５人の参加者で、検温・用具の消毒・大声での応援禁止など感染防止対策を行い実施し

ました。試合は渋川学区のマスコットキャラクター「しぶはなちゃん」の始球式から始まり各試

合とも静かな応援のなか熱戦が繰り広げられ、楽しい一日を過ごすことができました。 

優勝は渋川南二町内会、準優勝は北町第五町内会、三位は中出第五町内会、敢闘賞は

中出第三町内会でした。まだまだ終息が見えないコロナウイルスで

すが、感染対策を徹底しながら今後も進めて参りたいと思います。 

 

 

渋川学区では毎年４月にこの活動を行ってきました。コロナ

禍であっても環境美化のため、感染防止対策をとりながら各

町内の実情に合わせ４月１８日（日）、６月６日（日）の２回に分

けて実施しました。河川や側溝に溜まった泥土を掬い、併せて

草引きも行いすっかり美しくなりました。清掃の場では「お久し

ぶりです」などの会話も見受けられ、人と人との係わりが地域に

おいて何より大切だと感じました。個の力は微力でも皆の力を

集結することでこのような活動ができ、地域で協力する姿を次

世代の子どもたちも見ていると思います。ご参加いただいた皆

さま、ありがとうございました。 ≪地域安全コミュニティ部会≫ 

 

 

見守り隊の皆さんは、小学生の下校時間に合わせ

て交通量の多い交差点などに立ち、日々見守ってい

ます。目立つように、しぶはなちゃん柄のオレンジ色の

ベストを着用し、「おかえり」「気を付けて帰りや」と温か

い声をかけながら、子どもたちの安全と安心を支えて

下さって います。渋川学区の子どもた

ちは地域の皆さんのこのような

活動で優しく見守られていま

す。 

≪地域安全コミュニティ部会≫  

渋川学区の安全と環境保全のため、通年清掃ボランテ

ィアを募集中！      ≪地域安全コミュニティ部会≫ 

活 動 日：ご自身や団体の都合の良い日・時間 

清掃場所：自宅周辺や集会所道路沿いの共有スペース 

など 

清掃用具等：ベスト、ほうき、ちりとり、 

火ばさみ、ごみ袋など支給 

回収ごみ：各町内のごみ集積場 

活動申込：渋川学区まちづくり協議会 事務局まで 

 

≪健康福祉部会≫ 

８月３０日（月）に、渋川まちづくりセンターで

認知症予防体操を開催します。講師は、毎年大人気の

健康運動指導士の中原今日子さんです。中原さんは楽

しいトークを交えながら、認知症予防のコツを教えてくだ

さいます。長引く自粛生活での運動不足解消も兼ね

て、ご近所お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 

詳しくは、８月１日号の広報くさつと一緒に全戸配布さ

れる参加者募集ちらしをご覧ください。また、１１月には

「キラリエ草津」でも開催する予定です。 

８月３０日 （月） １４時～１６時 

渋川学区まちづくり協議会では、昨年度、事業改革委員会を設けて、学区敬老会を含む全てのまちづくり協議会事

業のあり方等について検討を重ね、集約した意見を理事会で報告し承認されました。渋川学区では、令和元年度ま

で、敬老会対象の皆さんをはじめ、ご来賓の皆さんと出演者をお招きして渋川小学校体育館にて学区敬老会を開催

してきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、対象者と運営スタッフや出演者等合わせて４０

０人が小学校体育館に集まって開催することは困難であることと、アンケートで遠くて行けないため町内会での実施を

望む声が多かったことから協議の結果、各町内会での開催に移行することとなりました。何卒ご理解いただきますよう

お願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          

まちづくりセンターより 

（４） 

例大祭 ソフトボール大会 

消費者被害防止キャンペーン マチ活マッチの誕生祭 

しぶはなちゃんのミニエコバ

ックが出来ました。マチが大き

いのでコンビニのお弁当が立

てずにそのまま入ります。７月

より渋川まちづくりセンターに

て６８０円（税込）で販売しま

す。一度見に来てください。 畳むと１２㎝角 マチは２０㎝ 黄緑と桃色の二色 

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３８人の申し込みが

ありました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため第１

回講座は中止とし、今年度は６月９日（水）に開講式と第

２回講座「東京オリンピック競泳の見どころ」を開催しまし

た。講師に草津東高等学校の体育課長で水泳部顧問の

國重幸裕先生をお迎えし、歴代オリンピックを当時の世

相と共に振り返り、ユーモアたっぷりにお話してくださいまし

た。また、過去の競泳メダリストの試合映像がながれると、 

白熱した競争に思わず声援と歓

声があがりました。草津東高等

学校出身で、東京オリンピック競

泳に出場予定の大橋悠依選手

をはじめ、すべての選手の健闘

を祈りたいと思います。 

 

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３年９月３０日（木）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（金）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。 

６月５日（土）に、渋川福複

センター夏の大掃除を実施し

ました。感染防止対策を取り、

密を避け、普段清掃できない

場所を中心に館外・館内に分

かれて清掃していただきまし

た。おかげさまで駐車場の雑

草が無くなり、会議室のエアコ

ン等も美しくなりました。ありが

とうございました。 

しぶはなちゃん企画委員会では、いろんなところへ出動して地域の行事を

盛り上げています！５月は、「例大祭」、「ロクハ荘でのまち活マッチの誕生

祭」、「消費者被害防止キャンペーン」へ。６月は「やすらぎ学級開講式」、

「じゃがいも収穫体験」などに参加しました。これからもコロナウイルス感染防

止対策をしっかり取りながらいろいろなところへ参加していきます。皆さんとお

会いできるのを楽しみにしています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。 


