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平成３１年３月３日（日）９：００開会
近江八幡市運動公園グラウンドゴルフ場
定員：９０名／申込締切：２月１６日
※詳細は回覧チラシをご覧ください。
★お申込みは、
桐原コミセン 33-3535 まで！！
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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♪
◎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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４日（木）
日 時 平成３１年２月１
９：００〜１２：００
場 所 桐原コミュニティセンター 参加費 無料
持ち物 エプロン・三角巾
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定 員 １
５名
（先着順）

対 象 子育て世代の方（託児は行いません）
お申込み ２月１０日までに、下記へご連絡ください。

桐原学区健康推進協議会
代表 武山きみ子 090-3051-0269
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１２月１６日、桐原っ子ホールにて『第２７回桐原学区福
祉のつどい』を開催しました。約２００名の方が来場し、
ステージ発表や似顔絵コーナー、アロママッサージコー
ナーなど、イベントを満喫し楽しい一日を過ごしました。
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１月１３日（日）に開催されました第６５回近江八幡駅伝競走大会 ( 学
区対抗の部 ) で桐原チームが準優勝となり輝かしい実績を刻みました。
当日は、３年ぶりの開催で比較的暖かい日に恵まれ、学区対抗の部
は１３チーム、一般の部は２４チーム、高校の部は１９チーム、中学の
部は２９チームで合計８５チームが参加し、熱戦を繰り広げました。
学区対抗の部に参加されました桐原チームは、４年ぶりの優勝を狙
いましたが、金田チームには一歩及ばず、惜しくも準優勝になりました。
選手の皆さん大変お疲れ様でした。
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心配ごと相談窓口
時間
場所

☆３月２７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12月28日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,163 人 ( 桐原小学校区 9,528 名・桐原東小学校区 8,635 名）
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１２月７日、桐原学区自治連合会の視察研修を行いました。原発問題がクローズアップさ
れる今日、限りあるエネルギー資源の中でも特に、一般家庭への普及率の高い天然ガスに
ついて学びました。東南アジアやオーストラリア，中近東、ロシアなど世界各国から -160℃
で液化された天然ガスは専用船で日本まで運ばれてきます。研修室では窒素漬けにしたボー
ルやハンカチなどを用いて-160℃の不思議な世界を体感しました。国内では秋田県の一部で
微量ではありますが、今でも天然ガスが残っているそうです。その昔、石炭の発掘が盛んだっ
た頃の“ガス灯”から始まって現代のLNGタービン発電まで、
移ろい行く時代の中でのエネルギー事情の様変わりを感じました。
岸和田だんじり祭りの起源は江戸時代の中期、元禄１６年（1,703 年）およそ３００年前に庶民によって始まったと云
われていますが、一説によると、だんじりの美しい「彫り物」の腕前を地域の宮大工たちが競ったとか、その理由は
定かではありません。テレビなどでも放映され、一般的に有名なのが９月祭礼と昼間の曳行ですが、１０月にも祭礼が
行われ、夜には２００個もの提灯が飾られ、昼とは対照的な豪華絢爛なだんじりが見られるそうです。今や、全国はお
ろか世界中にその名を轟かせるだんじりは、間違いなく日本経済の活性に一役を担っているのだろうと思いました。
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平成３１年２月１６日（土）
９：３０開会（受付…９：００）

場所

桐原小学校 桐原っ子ホール

●平和祈念の牌 献花
●作文朗読（八幡西中・桐原小・桐原東小）
●千羽鶴贈呈式 ●作品展示
●講演：
『滋賀にまつわる戦争の記録』
〜語り継ぐ 平和への願い〜
講師：滋賀県平和祈念館 谷澤 真也 氏
平成３０年度近江八幡市
青少年健全育成標語
（小学生の部）
入賞作品
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桐原東小学校６年 齊藤 晏羽さん
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１２月１３日、赤十字奉仕団桐原分団の皆さんから、
『愛のぞうきん』をご寄付いただきました。団員の皆
さんが１枚１枚丁寧に
縫われた雑巾です。
コミセンの清掃等に
使わせていただきま
す。ありがとうござい
ました。

͔ൌɌɍɌৼ͕

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI

ẨụẾẮẻợụ

三学期に入りました。お友だちと一緒にカードゲームやパズル、こままわし
等で遊んだり、戸外ではボール遊びや縄跳び、おいかけっこ等で元気に体を
動かして楽しんでいます。いろいろな経験をする中で、友だちとの関係が深
まったり、頑張る気持ちや優しい気持ちが育っ
てくれることを願っています。春の進級、卒園
に向けて仲良く元気に過ごしていきたいです。
地域の皆様には、いろいろなかたちでご支
援いただきありがとうございます。今後もよろ
しくお願いいたします。

平成３１年３月３日
（日）
９：３０〜１４：
３０

桐原コミュニティセンター

桐原コミュニティセンターで活動されているサークルのス
テージ発表と体験教室が楽しめます！！新しい趣味＆仲間
に出会いに来ませんか？？ご来場お待ちしています☆
※イベント詳細は全戸配布チラシをご確認ください。
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☆４歳児のお友だちと遊ぼう！
２月１８日（月）１０：００〜１１：００
場所 各保育室／持ち物 上靴
☆ししまいをみよう！
３月１１日（月）１０：００〜
詳しくは後日ＨＰをご覧ください
たくさんの御参加をお待ちしております。
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風が冷たい日が続きますが、子ども達は外で鬼ごっこやサッカーなどをして元気に体を動かしています。1 月は年
齢別の参観がありました。おうちの人
とお正月遊びをしたり、ふれあい遊
ὼᾸὼᾸूܬ
びをしたりして楽しい時間を過ごすこ
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とができました。
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今年度も残すところ、後２ヶ月とな
ƍǇƢŵƓൢ᠉ƴƓឭƠƘƩƞƍŵ
りました。保育所で先生や友達と過
ଐųᲬஉᲬᲰଐ ້ ųų᳸
ごす中で、友達と一緒にいることの
ƓբӳƤų6'.
楽しさや心地良さをたくさん感じて
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いってほしいと思います。
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教育目標
自分が好き、友達が好き、
心をつなぐ、桐原幼稚園

近江八幡市立

桐原幼稚園
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今年度も地域の方々にボランティアとして、
いろいろな分野で学校支援活動をしていただきました。
部活動支援
テニス部では毎日の部活動の技術指導に加え、
マナーや試合に臨む心構えなどを指導していただきました。
環境整備支援 校区にお住まいの大工さんに、車いす用のスロープを製作、設置していただきました。
また、お花の先生には、定期的に生徒ホールに生け花を飾っていただきました。今年度は新たに家庭部
員を対象にアレンジメント
・華道教室を開催しました。
６月
学校行事支援 入学式をはじめとした各種行事のビデオ撮影や写真撮影、ホームページの更新作業を
定期的にお願いしました。
学習支援 教職を目指す本校を卒業した大学生に授業中の学習支援を年間を通してお願いしました。
また、定期テスト前の質問教室でも学習支援をしていただきました。
♥地域の皆様には、今年度も本校の教育活動に多大なるご理解とご支援をいただき誠にありがとうございました。今後も学校への
ご支援をいただきますとともに、子どもたちが地域でも活躍できるよう見守り、声かけをよろしくお願いします。

