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体育振興協会

０月２１日（日）
スタート！！
平成３０年１
◎日曜日の朝（７：
３０〜８：
３０）
、桐原コミセンに
お立寄りください。ご家族みんなでジョギング
またはウオーキングを楽しみましょう！！

★１０月２１日・２８日・１１月４日・１１日・１８日・２５日・
１２月２日・９日・１６日の、計９回開催します！
◎最終日（１２月１６日）に記念品をプレゼント！！
※５回以上参加された方が対象です。
詳しくは桐原コミュニティセンターまでお問合せください。
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◎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♪
（１食５００円）
◎ボランティアさんお手製の美味しい昼食をどうぞ！

お花の準備がありますのでご希望の日の
1 週間前にはご予約お願いします♪
☆お問合せ・ご予約 090-8931-8482（園田）
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毎週火曜日、季節の花を使ってステキなアレンジメントを
楽しんでいます。アレンジメント初めての方でも大丈夫です！
仕上がったアレンジメントにきっと喜んでもらえるはずです♡
まずは体験で気軽にご参加ください♪(´▽｀)

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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毎週火曜日 10:30〜12:00
＊生花アレンジメントコース
＊プリザーブドコース
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桐原学区青少年育成学区民会議では、ふるさと文化育成事業の取り組
みとして郷土ゆかりの偉人である「熊澤蕃山」を顕彰する活動を行ってき
ました。平成３０年度は熊澤蕃山生誕４００年記念として、のぼり旗の作
成と設置、講演会の実施、備前市への訪問研修を計画してきました。
そこで、かねてからの計画に基づき、８月２５日（土）に、
「熊澤蕃山
生誕４００年記念研修会」を実施し、備前市の熊澤蕃山顕彰保存会によ
正楽寺にて備前市長の挨拶
る「熊澤蕃山先生を偲ぶ会」に参加させていただき交流を深めました。
桐原からは、まち協会長をはじめ４６名が参加しました。
今回の研修では、まず正楽寺での蕃山先生の法要に参列しました。備前市
長様をはじめ議員各位、並びに地区を代表する方々がまさに一堂に会しておら
れることから、備前市における蕃山先生への深い尊敬の念が伝わってきました。
また、閑谷学校では、学校設立の経緯や論語の意義等について詳しく説明
閑谷学校にて論語の朗読
をいただくとともに、論語の朗読や講堂の床磨きなども実体験
させていただきました。静寂のなか皆で論語を朗読しています
と当時の学校にタイムスリップした気分になり、「閑谷の志」
の一端に触れることができたのではと感じました。
今回の研修で学ばせていただいたことを糧に、今後桐原に
おける蕃山先生の啓発のあり方、青少年育成にどのようにつな
いでいくのかなどについて議論し、一歩づつ前に進めていけれ
ばと考えています。
閑谷学校にて記念撮影→
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9 月 9 日から10 日にかけて桐原学区の民生委員・児童委員の研修旅
行が行われました。
参加者は 27 名、バスでの行先は淡路島、主題は北淡震災記念館の見
学。着いてみると公園の一角に過日の台風で倒壊した発電風車が無残な
姿をさらしていました。記念館では甚大な被害をもたらした阪神淡路大震
災の爪痕とともに数万年来繰り返し
起きた大地震の痕跡を見聞、いつ起
きても不思議でないといわれる東南
海地震を始めとする自然災害への備
えの緊急性を痛感、今後に生かすべ
き意義深い機会となりました。
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０月７日（日）
日時：平成３０年１
場所：八幡西中学校グラウンド

※雨天中止です。※車での来場はお控えください。
※自転車は係員の誘導に従い駐輪してください。

〈2018年8 月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,123 人 ( 桐原小学校区 9,511 名・桐原東小学校区 8,652 名）
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８月３１日（金）に愛知県長久手市「太陽の杜（通称：ゴジカラ村）
」
と名古屋市「ピースあいち（戦争と平和の資料館）
」を 19 名のメンバー
が訪れました。ゴジカラ村の暮らしの座標軸は「雑木林」で、未完
成でもいい、雑木林のように混ざって暮らすという理念があります。
その中には、特別養護老人ホームや、ケアハウス・ディサービスセン
ター・幼稚園・学童などが点在し、多世代の人々が共存するコミュニ
ティが私たちの目の前に広がりました。この日は、あいにく夏休み最
後の日ということもあって子ども達の姿はまばらでしたが、高齢者の
方々の屈託のない笑顔や鳥の声、風が運ぶ
木々の匂いには随分と和まされました。
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TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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秋雨前線の影響で心配された運動会ですが、９月１６日に開催いたしました。当日は朝早くか
ら、多くの地域の方々が子どもた
ちの頑張る姿を見に、駆けつけて
くださいました。心よりお礼申し
あげます。子どもたちは、一生懸
命、走ったり、演技したり、これま
で取り組んできた成果を存分に
発揮してくれました。

桐原東小学校だより ߚߞ߆ߒࠄ߫ߔޟㆇേળ㧋ޠ５・６年生

まちづくり協議会の事業の中にも “福祉のまちづくり” の一環として、ふれあいサ
ロンや子ども食堂等、居場所づくりをテーマに掲げた活動があります。改めて地域
福祉の在り方を考える良い研修になりました。ピースあいちでは、主に原爆投下に
話が及びましたが、戦争が残した教訓を次世代に繋げて行くということを、私たち
の世代が決して忘れては駄目だと再認識しました。
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平成３０年１１月４日（日）
９：３０〜
桐原小学校体育館・グラウンド 他
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他イベント盛り沢山！
●芸能発表
●展示発表
●フリーマーケット
●模擬店
●お楽しみ抽選会

その他、イベントの詳細は
１０月中旬ごろ配布のチラシをお楽しみに♪

ؾਖ਼ᡶңᜭ˟ᴾᄂ̲
８月２３日、 桐原学区環境推進協議
会研修として、１９名の参加者が近江八
幡市エネルギーセンターを訪れました。
研修室でセンター長のお話と施設紹
介映像を見た後、施設内を見学しました。
熱回収施設では、最大 1日76ｔのゴミの焼却が可能です。焼却時の熱エネ
ルギーは蒸気タービン発電機によって電気に変えて、施設内の電力を賄い、余っ
た分は売電することが出来ます。また、隣接する健康
ふれあい公園の温水プールに熱を供給するなど、エネ
ルギーを循環させて省エネ化を実現しています。今後
も環境美化やリサイクル活動の拠点として、学区民に
とってより身近な施設となることを期待しています。

９月１６日(日)に開催いたしました平成３０年度秋季大運動会に
は、雨天による延期にもかかわらず、保護者や地域の皆様にご協力を
いただき、誠にありがとうございました。
子どもたちは、二週間という短い期間でしたが、走りや演技種目の ３・４年生
練習に毎日熱心に取り組みました。一学期末から心配された「暑すぎ
ることによる熱中症対策」は、いろいろ行いましたが、当日まで平年並
みの気温の中で練習できました。本番では、子どもたちはのびのびと
練習の成果を発揮し、さわやかな笑顔があふれました。地域や保護者
の皆さまには、運動会までの期間様々な面から支えていただき、当日
も温かい声援たくさんいただきましたことに深く感謝申し上げます。
１０月は、校外学習や秋の作品づくり、
その他の行事が多くありま
す。充実したものになるよう全員でがんばっていきます。今後ともご支
１・２年生
援のほどよろしくお願いいたします。
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10 月は、たくさんの
行事を計画して皆様の
参加をお待ちして
います。

１０月の主な行事予定
1日(月) 6年PTAひびきあい
・修学旅行説明会
2日(火) 2年校外学習
10日(水) 3年校外学習
11日(木) 1年校外学習
5年PTAひびきあい
・脂質検査事後説明会
17日(水) 18日(木) 6年修学旅行
22日(月) 1年集団歯みがき指導
23日(火) 学習参観・PTA教育講演会
25日(木) 4年日野川フィールドワーク
26日(金) 5年校外学習
30日(火) 5年食育推進教室
１０月の主な行事予定
４日(木) 市科学研究発表会
（トヨタ）
５日(金) ５年校外学習
７日(日) 桐原学区市民運動会
１１日(木) なかよし校外学習
１３日(土) 学習参観・ひびきあい活動
１７日(水) １年校外学習
（河辺いきものの森）
１９日(金) ３年校外学習
（イトーキ・ブルーメの丘）
（長浜）
２５日(木) ２年校外学習
２６日(金) ４年校外学習(琵琶湖博物館)
２９日(月)３０日(火)
５年フローティングスクール
３１日(水) 就学時健康診断

ᾀஉỉʙಅʖܭ
４日（木）きしゃぽっぽ（運動遊び） １歳親子対象
１０日（水）きしゃぽっぽ（布芝居を見よう）乳幼児親子
１３日（土）子ども広場（サッカー教室） 年長〜小学３年生対象
１６日（火）あかちゃんこんにちは（ベビーマッサージ） ０歳親子対象
１７日（水）すくすく広場（病気や怪我について講話・相談）乳幼児親子
１９日（金）きしゃぽっぽ（運動遊び） ２・３歳親子対象
２３日（火）きしゃぽっぽ（ハロウィン）乳幼児親子対象
２５日（木）子育て相談（助産師来館） ０歳親子対象
２７日（土）子ども広場（手作りおやつ）小学生
３０日（火）コミュニティーセンターにて（親子体操）乳幼児親子対象

開館時間：９時〜１６時４５分
休館日：日・月・祭日
10/30（火）午前中
事業の詳細や予約はセンターまでお問い合わせください。
＊電話・ＦＡＸ ３３−０７０３

