１１月１５日 ( 木 ) に「地域の防災・減災」をテーマに、兵庫県三田市の
テクノパークにある株式会社モリタ三田工場を見学しました。平日でもあり、
まち協関係者 14 名の参加でした。
株式会社モリタは 1907 年（明治 40 年）創業で 100 年余り消防車両を
製造され、グループ会社モリタホールディングスの基幹会社となっています。
消火器でよく目にするモリタ宮田工業 ( 株 ) もグループ会社です。
当日の説明で、消防車両はすべてオーダーメイドであり年間 600 〜 700
台製造しており国内シェア 55％とのことです。消防車はその目的、用途や機能によりはしご車、ポンプ車、作業車、
化学車、空港用化学車、
ＭＶＦ
（多目的消防車）等に分類され、また消防署管内のビル群の高さや、道路幅等消防
署の実情に合わせて製造することで 1 台1 台仕様が異なった車体になるようです。
見学コースでは、十数台の製造現場、屋外では完成車両のテスト、検査風景が見られました。オーダーメイドのため、
製造現場はベルトコンベヤーや産業ロボットは見当たらず、数人のグループ制による製造でした。1台の製造に 2ヶ月程度
かかるようです。検査場では 50ｍ級のはしご車テスト、傾斜路での平衡テスト、サイレン音テスト等を行っていました。
研修を終え、自動車メーカーの製造ラインとは全く異なり職人技により個別の仕様で製造されていること、
「人と
地球の命を守る」ために最新のテクノロジーで取り組まれていることを知ることが出来ました。

１１月４日に開催した桐原学区民文化祭で青少年育成学
区民会議として、小学生はポップコーンを中学生はコーヒー
を販売しました。その売上金は、桐原小学校と桐原東小
学校の児童と八幡西中学校の生徒が「歳末たすけあい募
金」として１２月３日に市社会福祉協議会に届けました。
また１２月２１日には、桐原学区自治連合会も文化祭でのう
どんの売上げを「歳末たすけあい募金」として寄付しました。
売上にご協力いただいた皆さま有り難うございました。

㨨ነઃ㨨

◆桐原学区自治連合会
１００,０００円

Ṿဏỉ૰ྸܴṾ
８日（金）
日 時 平成３１年 1月１
９：００〜１２：００
場 所 桐原コミュニティセンター
持ち物 エプロン・三角巾
角巾
参加費 無料
定 員 ３０名（先着順）
お申込み 平成３１年１月１５日までに、

下記までご連絡ください。

●桐原学区健康推進協議会
議会
代表 武山きみ子 090-3051-0269

桐原小グラウンドで活動する「桐原ジュニア
フットボールクラブ」が、
ＪＡ全農杯に続き連続
で県大会に出場します。本大会はなんと！１６年
ぶりの県大会出場です。
目標のベスト４を目指し練習に励みます。応援
を宜しくお願いいたします。

〈桐原JFC活動ブログ〉https://ameblo.jp/kiriharajfc/
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１日は
ᾀஉỊẆᾁᾄଐỉỚ͵ẲộẴὲ※１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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新年明けましておめでとうございます。旧年中は、まちづくり協
議会の各種事業に、ご理解とご協力を賜り誠に有難うございまし
た。昨年は、発足から１０周年を迎えた桐原まち協の一大事業で
ある学区民文化祭も４０回を迎え、井上麻子さんとファミリーレス
トランさんに盛り上げていただき盛大に行うことができました。こ
れもひとえに運営に携わっていただいた各自治会の文化委員さん並
びに各種団体の皆様のご尽力のおかげと感謝申し上げます。
また、昨年は年末に発表された今年の漢字『災』に象徴され
るような地震・豪雨・異常気象等様々な災害に日本中が襲われ
多くの方が被災されました。幸いにも桐原学区では大きな被害は
出なかったものの、今後の防災活動を見直す必要があると痛感し
た一年でした。
さて、今年は４月で平成に終わりを告げ５月からは新しい年号
が始まりますが、今年も桐原学区の更なる発展と、安心安全な
学区をめざして、自治連合会ならびに各種団体の皆様のご支援
ご協力を賜り、活気あふれるまちづくりを精一杯取り組んでまい
りますので学区民一人ひとりのお力添えを昨年以上に賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。
本年も、皆様方にとりまして幸多き年となります
よう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。
平成３１年 元旦
ఘҾܖғңǇƪƮƘǓңᜭ˟
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KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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◆桐原学区青少年
育成学区民会議
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新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、学区行事にご理解、ご協力を
賜り誠に有難うございました。
近年の異常気象がもたらす台風・大雨等の
被害が各地で起こっており、学区としても迅
速に情報の共有などを図るため、防災組織の
見直しを図り、防災無線を導入して訓練を繰
り返してきました。
本年は「平成」年号の最後と、新しい年
号の始まりでもあります。自治連合といたしま
しても、新たな挑戦の年にしたいと考え、桐
原学区協働まちづくり協議会との連携を密に、
桐原学区の更なる「安心・安全・楽しい・活
気ある」まちづくりを目指して、各自治会と協
力して新たな事業に取り組んでいきたいと考
えておりますので、学区民一人ひとりのお力
添えをいただきますようお願いいたします。
今年も皆様方のますますの発展とご健勝を
お祈り申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。

㧜㧚㧛㧣

平成３１年 元旦
ఘҾܖғᐯᡲӳ˟
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１２月９日（日）桐原コミュニティエリア周辺で『桐原学区小学
生マラソン大会』を開催しました。
当日は初雪が降りそうな天候でしたが、第１部（小学生１〜３年
２.４㎞）で２５名、
第２部（小
学生４〜６年 ３.０㎞）で４１
名が参加されました。自己
第２部
の体力に合った範囲で完走
することを目指していましたが、号砲とともにスタートすると、抜きつ
抜かれつの熱戦でした。参加者は全員完走証を受け取り、目標達成
第１部 の喜びをかみしめていました。参加された皆さんお疲れさまでした。
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心配ごと相談窓口
時間
場所

☆１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11月30日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,150 人 ( 桐原小学校区 9,517 名・桐原東小学校区 8,633 名）
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１２月３日 ( 月 ) ワイワイガヤガヤ合唱団 (２０名 ) が、特
別養護老人ホーム「エスぺラル近江八幡デイサービスセン
ター」に、ボランティア公演を実施しました。
平成２２年から毎年、年 2 回のボランティア活動を行い、
今年は９年目で、滋賀県内１８か所目の訪問となりました。
メンバーも高齢化となりましたが、みんなで元気な声を出
して、デイサービスの方 (36 名 ) と一緒に、楽しく・元気に・
笑顔で大きな声を出して皆さんの知っておられる歌を中心に
歌って、お互いに元気づけられるような公演にしました。
新中小森の西村さんとのコラボ出演で「おかめひょっとこ・
お米さん有難う」を踊っていただきました。
最後は、お互い握手して、
「また会いましょう、ありがと
う！」と声を掛け合い、心
温まる思いがしました。今後
も頑張って活動を続けて参り
ます。また、合唱団に参加
される方は大歓迎です！！

ἇὅἿὊἛᒬАὉὉ
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去る１１月１７日（土）午前、１１月２５日 ( 日 ) 午前にワ
イワイガヤガヤ倶楽部有志（７名）がサンロード（白鳥川
〜中小森交差点）歩道の草刈・清掃を実施しました。ゴミ・
草はゴミ袋９０Ｌゴミ袋で２０袋（約５０㎏）になりました。
道行く方から、五月自治会の方ご苦労様、有難うと言葉
をかけていただき大きな力を頂きました。これからもきれ
いな住みよい町にしていきたいと思っています。

ᐯ˟ầἁἼἋἰἋಮỆḠṿ
12 月1日、ワイワイガヤガヤ倶楽部メンバーで、自治会
館の室内と室外をクリスマス仕様に変身させました。
室内（玄関・ホール）
、
外部壁面・玄関・道路側・
フェンスにイルミネーショ
ン・その他飾りを設置し
ました。
※12 月1日〜 24
日、点灯は日没から２２
時頃まで行いました。

ẮỮỆẼỊẆοࠪᙱ܇ỄờἍὅἑὊỂẴ
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昨年は、子どもセンターの事業に、多くの方がご参加いただきましてありがとうございました。今
年も、乳幼児や子どもたちが、友だちといろいろな遊びや体験をしながら心や体を育ちあう「居場
所」の提供ができればと思っています。子育て中の保護者向け講座も開催します。また、乳幼児の
自由来館は、事業にかかわらず開館していますので、初めての方も遊びに来てくださいね。
開館時間：９時〜１６時４５分、日・月曜日・祝日休館です。1月４日まで休館
ỪỤỔạẺ

１８日（金） 作って遊ぼう（けんだま作り）
２・３歳親子
２３日（水） 育児相談・助産師来館・身体計測
０歳親子
２４日（木） ぴっぴさんのお話（乳幼児期のおもちゃ） 乳幼児親子
２６日（土） 子ども広場 （手作り教室・マスコット作り） 小学生
３０日（水） 作って遊ぼう（ペットボトルおもちゃ） １歳親子
３１日（木） おにのお面作り
乳幼児親子

ἼὊἋ˺ụ

自由来館お待ちしています。事業の予定等、詳しくはセンターまでお問い合わせください。
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旧年中は、八幡西中学校にご支援、ご協力を賜り、ありがとうございました。地域のみなさまには、日頃は生徒たちへの声か
けや見守り、さらに地域行事等で活躍の場を設けてくださり、大変お世話になりました。
相変わらず、自転車通学のマナーが悪いとお叱りを受けることもあり、大変ご迷惑をおか
けしましたが、地域の行事において、
「元気に挨拶をしてくれました」
「何でも快く引き受け
てお手伝いをしてくれました」とお褒めの言葉をいただくこともありました。
学校から離れ、地域の方々との触れ合いを通して学ぶことはたくさんあります。時には褒め
られ、時には叱られながら、他人の評価を通して子どもたちは成長していきます。地域と学
校が協力して、子どもたちの成長をしっかりと見守る環境をつくっていきたいと考えています。
今後も「美しく生きる」の校訓のもと、地域に根ざした開かれた学校づくりに取り組んで
【桐原学区民文化祭】
参ります。ご支援くださいますようお願いします。

新年あけましておめでとうございます。今年も可愛い子ども達の笑顔がそろいました。新しい年
を迎え、寒さも一段と厳しくなったように感じますが、元気に過ごしていきたいと思います。
12 月は、桐原学区の老人クラブの方や民生委員の方々がクリスマス訪問に来てくださり、人形劇
をみたり、一緒に歌を歌ったりして、交流させていただきました。地域のボランティアの方とは、一
緒にもちつきをして、楽しい時間を過ごすことができました。
1 月は、年齢別の参観で
ṿὼᾸὼᾸूܬṿ
おうちの方々とお正月遊びや
̬ᏋưƸŴ؏עƷܡנƷᚃ܇ƴࡊטǍᢂƼƷǹȚȸǹǛ ふれあい遊びなどを楽しんで
੩̓ƠƯƍǇƢŵƓൢ᠉ƴƓឭƠƘƩƞƍŵ
いきたいと思っています。
日 時
２月２６日（火）
１０時〜１１時
本年も、どうぞよろしくお
ＴＥＬ 0748-33-4457 ＦＡＸ 0748-33-4458
願いします。

ẨụẾẮẻợụ

近江八幡市立桐原幼稚園

教育目標
自分が好き 友達が好き
心をつなぐ桐原幼稚園

新年あけましておめでとうございます。
風が冷たい寒い毎日ですが幼稚園では友だちと元気いっぱい過ごしている子どもたちです。
１２月に３歳児４歳児はみんなと元気に歌を歌ったり楽器遊びを楽しんだりしました。５歳児はみんなで声を揃えて歌っ
たりいろんな楽器で合奏をしたりしました。みんなで力を合わせることで友だちとのつながりも深まりました。
１月は、コマやかるたなどのお正月遊び ẂഏׅỉẴẮởẦἻὅἛỉấჷỤẶẂ
を楽しんだり、戸外で冬の自然に触れ寒
4 歳児のお友達と遊ぼう
う！！
さに負けず元気いっぱい遊んだりしたい
日 時 ２月１８日（月）
１０：００〜１１：００
と思います。今年も幼稚園へのご支援を
場 所 4 歳児の各保育室
頂きますようよろしくお願いいたします。
持ち物 上靴
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旧年中は、本校の教育活動の推進に格別のご理解とご協
力を賜りまして、誠にありがとうございました。
12月1日(土)に行いました『桐原っ子フェスタ』におきまし
ても、保護者の皆様をはじめとして多くの地域の方々にご来
校いただきました。これまで生活科や総合的な学習の時間等で取り組んできた学習
の成果を、児童が一生懸命に発表する姿をご覧いただけたと思います。この日は地
域のボランティアの方もお楽しみコーナーを開設しご協力くださいました。保護者や
地域の皆様の支えで、桐原小学校は豊かな学びの場になっております。本年も温かな
ご支援を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

桐原東小学校だより

１月の主な行事予定
7日(月) 3学期始業式
7日(月) 8日(火) PTAあいさつ運動
8日(火) 給食開始
9日(水)〜17日(木) 身体測定
11日(金) 委員会活動
16日(水) 避難訓練（不審者対応）
17日(木) キラリタイム
18日(金) 色覚検査
21日(月)〜25日(金) 学校給食週間
24日(木) 学習参観6年① 他学年②
24日(木)〜29日(火) 校内書き初め展
29日(火) 4年校外学習（びわこ一周）
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昨年は、保護者や地域の皆さまには多大なご支援をいただき、誠にありがとうございました。日々の体験学習や校外学習、運動会や音
楽会など、様々な行事が発展的にできましたこと、２学期を無事に終了できることにお礼申し上げます。この間、児童と教職員は、
もう一つ
上のランクを目指した取組を進めようと走ってきました。これからも様々な面で、保護者や地域の方のご支援を賜り、桐原東小学校がす
べての面においてステップアップできるよう職員一同励んでいきます。
本年も本校の教育活動にご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

３学期の主な行事予定

１月 ７日(月) 学期始めあいさつ運動
３学期始業式／集団下校 ２月 ８日(金) 新入生１日入学・説明会
１７日(木) 〜 校内書き初め展
１４日(木) 学習参観②
１８日(金) 学習参観②
２５日(月) 〜 ６年生を送る週間
教育講演会（第１音楽室）

３月 ７日(木)
８日(金)
１８日(月)
１９日(火)
２２日(金)

６年生を送る会
地区別児童会／集団下校
卒業式前日準備
卒業式
修了式・大掃除

