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２月２２日（土）
１４：００〜１５：３０
平成３０年１
桐原コミセン １F 集いの広場
手作りケーキでおもてなし！
入場無料です！！
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８日は
ᾀᾁஉỊẆᾀᾃଐỉỚ͵ẲộẴὲ※２休みます。

◎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）
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平成３０年１２月９日（日）
９：００ もちつき大会

場所：桐原小学校体育館前外通路

１０：００ ニュースポーツ体験教室

ųӮ˟Ƹ GTCFKQưƓ
Ƴơǈʟɥ܇ƞǜŵ
ЈᎍǁƷǤȳǿȓȥȸ
ǍಏƠƍȈȸǯưᓙǛ
ชƑƯƍƨƩƖǇƠƨŵ

場所：桐原小学校体育館、桐原っ子ホール
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１１月４日、桐原小学校敷地内にて『第
４０回桐原学区民文化祭」を開催しました。
開会と同時に雨に降られ集客が心配され
ましたが、約３,０００人が来場し、大盛況
の中イベントを終えることができました。
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冬季休館のお知らせ
１２月２９日
（土）
〜１月７日
（月）
上記の期間、閉館いたします。

桐原コミュニティセンター

〈2018年10月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,142 人 ( 桐原小学校区 9,510 名・桐原東小学校区 8,632 名）
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１１月１８日、馬篭宿探訪ウォークを
開催しました。当日は晴天に恵まれ、秋
空の下総勢６３名が歴史的建造物が数
多くある馬篭宿を自由に散策しました。
バスの駐車場を降りてすぐに「枡形」
という外敵の侵入を防ぐ城郭を思わせる
石垣があり、直角に折れた坂道を進む
とタイムスリップしたかのような街並みが
あります。参加者はその界隈をゆっくり
歩き、島崎藤村のゆかりの地である藤
村記念館や馬篭脇本陣史料館等に立ち
寄られていました。
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１０月１９日に、社会福祉功労者として滋
賀県知事より表彰していただきました。
また、１１月９日に県立野洲養護学校の
１０周年記念式典において感謝状をいただ
きました。
私たちが社会福祉のため普段から行って
いるボランティア活動が広く認められている
ことに対し大変嬉しく思います。これから
も地域に根差した活動を続けて行くために
会員皆が健康に注意し、仲間の絆を大切
に頑張っていきたいと思います。

場所

２月１６日（日）
平成３０年１
９：００受付・９：
３０開会
桐原小学校 桐原っ子ホール
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TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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去る10月23日(火)に、講師に、世直 歩 様をお招きし、教育講
演会を実施しました。演題は、一人語り「しまひき鬼」と人権
トーク〜命の大切さを子どもたちにどう伝えるか〜でした。
心温まる音楽を織り交ぜながら、仕事を通じて人の優しさ
や強さに出会ってきたことで今日の人権啓発の活動があるこ
とや、しまひき鬼の一人語りを通して、物の見方を変えること
で、新たな気づきが生まれ、人としての成長があること等お
話くださりました。
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１２月の主な行事予定
1日(土) 桐原っこフェスタ
＊土曜授業 11:45下校
3日(月) 委員会活動
4日(火) 市内特別支援学級
学習発表会リハーサル
5日(水) 持久走長休み練習
市内特別支援学級学習発表会
7日(金) 持久走大会
14日(金) 3年ブックトーク
14日(金)〜19日(水) 個別懇談会
21日(金) 終業式
22日(土)〜1月6日(日) 冬季休業
[12/29〜1/3は学校閉庁期間です]
1月7日(月) 三学期始業式
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限られた時間でしたが、ノ
スタルジックな世界と紅葉を
愛でながら、深まりゆく秋の
馬篭を満喫されました。
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１１月７日に校内音楽会を開催しました。初めはなかなかそろわなかった合奏
や合唱も練習を重ねるたびに上手になり、先生と児童が一体となって創り上げ
てきました。本番では、
それぞれの学年の発達段階に応じたすてきな発表をす
ることができました。たくさんの保護者の方にも見ていただけ、
子どもたちはきっ
と満足したことでしょう。この経験を活かして、次の目標に向かってステップアッ
プしていけるよう、
今後の教育活動も充実させていきたいと思っています。
１０月から１１月にかけて、各学年で校外学習を行いました。普段教室で
はできない体験を実際に現地へ行き間近に見たり聞いたりすることでより
深く学ぶことができました。地域の方々にも多方面に渡りたいへんお世話に
なりありがとうございました。
特に６年生は、
１１月１３日・１４日と広島方面へ修学旅行に行きました。戦
争の悲惨さや平和の大切さを学ぶとともに、集団での行動をするときのき
まりや仲間と一緒に過ごす楽しさなど多くのことを学んできました。
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荒井しず江さん
近江八幡市教育委員会表彰 受賞
１１月３日に近江八幡市教育委員会表彰
式が行われ、本校の学校評議員を務めら
れ、地域学習やスクールガードなどでお世話
になっている荒井しず江さん（八木町）が、
表彰を受けられました。受賞おめでとうござ
います！！いつもありがとうございます！！

１２月の主な行事予定
＜人権教育月間・美化月間＞
５日(水) 特別支援学級学習発表会
１４日(金)・
１７日(月)・１８日(火)・
２０日
（木）
２学期末個別懇談会
２１日(月) 終業式・大掃除

電話・ＦＡＸ３３−０７０３

平成最後の１２月が始まりました。一年の締めくくりの慌ただしさとともに、新しい年や新年号に向けて
気持ちもわくわくしてきますね。子どもセンターでは、小学生の事業のある時は、小中学生は自由来館で
きませんが、乳幼児親子は、事業の有る無しにかかわらず自由来館できますので、１２月も親子でセンター
に集って、楽しい遊びの時間を過ごしてみませんか？！
開館時間：９時〜１６時４５分 日・月曜日・祭日休館 年末年始休１２月２９日 (土) 〜１月４日 (金)
主に桐原小児童で構成された「桐原ジュニアフット
ボールクラブ」が県大会出場を決めました！
本大会の参加はなんと 5 年ぶり、そして本大会に
おける県大会出場は初めてという快挙を達成！
来年 1 月開催の県大会に向け、熱い気持ちを持っ
て戦います。応援をよろしくお願い致します。

ᾋᾀᾁஉỉʙಅʖܭᾍ
１２日（水）子育て相談（助産師来館） ０歳親子対象
１５日（土）子ども広場（手作りおやつ） 小学生対象
２０日（木）きしゃぽっぽ（クリスマス飾り）乳幼児親子対象
２６・２７・２８日（水・木・金） 勉強会 小・中学生対象
２８日（金）子ども広場（大掃除） 小学生対象

センターで
お芋掘りしたよ

運動遊び

