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北中自治会館

（週２回各１時間）
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日本商工会議所・日本珠算連盟所属
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各種瓦販売・設計施工
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〒523-0055 近江八幡市柳町１丁目584-26
T EL / FA X 074 8 -33-1730
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心配ごと相談窓口
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コミセン利用サークル
１５団体が集まり、
ステー
ジ発表や体験教室を行
いました。約 200 名の
方が集まり、楽しい一日
を過ごしました。
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こどもの家

…駐車可能

桐原小学校

ᵅǏᵻƨǓƱƠƨѣƖưͤࡍƴŰ
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★ …雨天時に庇の下で練習を
する場合がございます︒

ᾃஉỊẆᾀᾂଐὶᾁᾆଐỆ͵ẲộẴὲ
◎どなたでもご参加いただけます！お気軽にお越しください♪
◎ボランティアさんお手製の美味しい昼食をどうぞ！
（１食５００円）

द ɯɠɧȻɎɎɈɎɐɎɐȻȻɡɜɳȻɎɎɈɎɐɑɔ

毎週月・水・金 19：00 〜
毎週日曜日 6：00 〜 8：00
（朝）
毎週月・水・金 19：00 〜
体育館
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コミセン
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駐車禁止
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６月１７日（日）に開催される市ポンプ操法訓練大会出場
に向けて練習を行います。それに伴いコミュニティエリア駐
車場の一部を駐車禁止とさせていただきます。ご理解とご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。 （消防桐原分団）
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４月より
５月中旬より

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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時間
場所

☆５月２３日（水）

９：００〜１２：００
桐原コミュニティセンター

民生委員児童委員協議会

〈2018年2月28日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,173 人 ( 桐原小学校区 9,509 名・桐原東小学校区 8,664 名）
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2 月 24 日、桐原小学校桐原っ子ホールにて
『第 6 回桐原学区平和祈念式典』を開催しました。
前半は、学区在住の方に作製していただいた『平和祈念の牌』に、
来賓の皆様、学区内各種団体の代表から献花が行われました。そ
の後、桐原保育所の皆さんから、心をこめて折っていただいた千羽鶴が贈呈されました。また
Ą࠷ᆐטƷ˺Լ
ų
žƤƔƍơǎƏƑƕƓƍƬƺƍſ
会場内には、桐原幼稚園の皆さんによる平和をテーマにした絵が展示されました。
小中学生の皆さんによる作文発表では、修学旅行で広島を訪れた際に感じたことや、語り部の
方から聞いた戦争の体験談を後世に伝えるという使命感、度重なる北朝鮮のミサイル実験に危機
感を抱き、だからこそ感じた今の大切さや、世界中のどんな人の命もかけがえのない命の大切さ
…などをテーマにした素晴らしい作文ばかりで、
『平和』
とは何か、深く考えさせられました。
後半には、滋賀県平和祈念館より木村直人さんにお越しいただき、戦時中
の滋賀県内の様子について講演していただきました。太平洋戦争の終盤には
日本中の主要な都市が空襲の標的となっていました。都会の子どもは学童疎開で地方に送られ、滋賀県にも大阪から多
くの子ども達が疎開してきました。始めは遠足のようにはしゃいでいた子ども達も、慣れない農村での暮らしや家族と離
れて暮らす寂しさに段々と疲弊していきました。それでも両親には心配かけまいと、元気な様子を伝える葉書を送り続
けたそうです。時代に翻弄されながら辛い状況の中でもひたむ
きに生きた子ども達の様子を知
ることができました。二度と同じ
過ちが繰り返されることのないよ
う、子ども達が健やかに暮らせ
る今の平和な時代を大切に過ご ᜒࠖ
ųஙųႺʴƞǜ
Ტ๔ჄԧᅌࣞᲣ
したいと改めて感じました。

ᲢᎋƑŴƳƔǑƘŴΨൢƍƬƺƍఘҾƬ܇Უ

ɟ࠰᧓ẆấɭᛅỆễụẝụầểạắằẟộẲẺὲ
３月２０日（火）に６年生８５名が卒業し、２３日（金）に在校生の修了式を
終えました。あっという間の一年だったように感じます。子どもたちは日々、い
ろいろなことに挑戦し、一回りも二回りも成長しました。このような成長は保
護者の皆さまをはじめ、スクールガードの皆様、たくさんの地域の方々の見守
りと登下校の安心安全なサポートのおかげであります。本当にありがとうござ
いました。また、校外学習をはじめ、家庭科などの学習支援にもご協力いただ
修了式・修了証授与 き、心より感謝申し上げます。 来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

桐原東小学校だより ߏතᬺ߅ߢߣ߁ߏߑ߹ߔ

３月２０日（火）に平成２９年度第３４回卒業証書授与式が、多くのご来賓の皆様、
保護者の皆様にご臨席いただき、盛大かつ厳粛な雰囲気の中で行われました。
式の中では、卒業生一人ひとりが「学び」
「努力」
「夢」
「感謝」のことばを大きな声で
堂々と発表し、母校との別れを惜しみ、これからの未来への決意を新たにしました。
在校生は卒業生の凛とした姿を目に焼き付け、次は自分たちが桐原東小学校を動か
していくのだと自覚すると共に、責任の重さを改めて感じたことでしょう。
巣立ちゆく１０２名のみなさん、ご卒業おめでとうございます。そしてこ
れからの活躍を大いに期待しています。頑張ってください！
地域の皆様には、この一年間、子どもたちの登下校時の見守りや学習
支援にご協力をいただき、本当にありがとうございました。来年度もどうぞ
よろしくお願いいたします。

ẮỮỆẼỊẆοࠪᙱ܇ỄờἍὅἑὊỂẴ
子どもセンターは、今年度も地域子育て支援の拠点として

電話・ＦＡＸ３３−０７０３

「子育て親子の交流の場の提供」
「子育て等に関する相談・援助の実施」
「地域の子育て関連
情報の提供」
「子育て及び子育て支援に関する講習等の実施」
「生活・遊び・体験活動の実施」
を目的とした事業を、子どもたちやその保護者の方を対象に実施します。また、事業以外の時間も０〜１８歳までの子ども
たちが自由に来館できるように開放していますので、気軽に遊びに来てください。
＜開館時間：火〜土曜日 9 時〜16 時 45分、日・月曜日・祭日休館 ※４/３臨時休館＞
カンガルー広場

ᾋᾃஉỉʙಅʖܭᾍ
３日（火）臨時休館（新年度準備のため）
１２日（木）子育て相談（助産師） ０歳対象

２０日（金）読み聞かせ ２・３歳対象
２７日（金）こいのぼり作り 乳幼児対象

メンバー募集中

事業やカンガルー広場の詳細は
センターまでお尋ねください。
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TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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JAグリーン近江
TEL

介護福祉課

0748-33-7515
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2 月２２日、桐原コミュニティセンター会議室にて、老人
会主催のわなげ大会を開催しました。学区内の各単位クラ
ブから、合計 57 名の方が参加されました。
公式わなげの用具を使い、５つのグループに分かれてゲームを行いまし
た。９個の輪を全て投げて、点数を
計算します。今回は一人５ゲームの得
点の合計点で競い、大会の最後に成
績発表を行いました。１位になった方は、なんと 363 点という好成績を修
められ、点数が発表されると会場内はどよめきと歓声に包まれました。
わなげはどなたでも気軽に楽しめるスポーツです。自治会にも貸し出し
可能ですのでコミセンまでお問い合わせください。
（老人会は無料です）
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