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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！
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http://kiriharacc.racms.jp/
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毎週火曜日にフラワーアレンジメントのサークル活動をして
いますミモザです！いろいろなお花に触れる楽しさを一緒に
体験してみませんか♪初めての方でも大丈夫です (´∀｀＊)
まずはお花を楽しむことから始めましょう！！
日 程 平成３１年３月２６日
（火）

時 間 ①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30
場 所 桐原コミュニティセンター
持ち物 はさみ、ごみ袋、新聞紙、お花代
お申込み 花材の準備がありますので、

３月１８日
（月）
までにお申込みください♪
フラワーアレンジメントサークル

mimosa
園田ゆきこ

090-8931-8482

ᾂஉ ỉ ᚃ܇ἩἾỶἋἘὊἉἹὅ
ŭఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸƴᨼӳᲛᲫᲪᲴᲪᲪƔǒ͵ƠǇƢŰ

ᲢൟဃۀՃδᇜᢿ˟Უ
ᲯଐᲢ້Უʴ࢟тǛǈǑƏᲛ
ᲫᲳଐᲢ້ᲣƓКǕ˟ᲢᜒࡸᲣ

╙㧠࿁㒐ἴ࠳⻠⠌ળ
1 月２６日（土）に、
「水害に強い地域づくりをめざして」〜大雨にそ
なえて地域でできること〜をテーマに、防災安全部会主催の第６回防災
リーダー講習会を開催しました。
近年、頻発する台風やゲリラ豪雨により、ここ桐原学区においても、
コミセンに避難して来られて夜を過ごされる方も多数おられます。もはや
水害は他人事では済まされません。そこで我々一人ひとりに求められる心構えや備えについて学びました。
雪の舞う寒い日でしたが、
地域の安心安全を担っていただく多数の方々に参加していただきました。自治連合会をはじめ、
まち協役員会、民生委員児童委員、赤十字奉仕団、健康推進協議会、あさぎり会他総勢８２名の参加がありました。
滋賀県流域治水政策室の清水氏を講師に、近年の水害発生状況を先ず聞き、その上で現在進められている日野川
河川整備の進捗状況や滋賀県の水害の特徴を教えていただきました。それらを踏まえて、今後大雨にそなえて地域で
できることを確認しました。参加者は改めて、自主避難計画の策定が減災に有効であることを感じたことでしょう。
また、大雨等は時々刻々と状況が変わっていきます。携帯やパソコ
ン・テレビ等で雨量や水位、河川の様子をタイムリーに知ることがで
きますので、情報を有効に活用していきたいと思いました。
このような講習会は、最新の情報を知るよい機会となりますので、
定期的に受講していただき、参加の皆さまが地域の防災リーダーとし
て活躍していただけるように、防災安全部会としてサポートしていきた
いと考えています。
ご参加の皆さまありがとうございました。
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桐原小学校
桐原東小学校
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トータルファッションきた
がわ様より、今年も新入生に
帽子の校章、ドッジボール、
タオルをたくさんいただきまし
た。ここにお知らせし御礼に
かえさせていただきます。
ありがとうございました。

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

〈2019 年１月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,163 人 ( 桐原小学校区 9,528 人・桐原東小学校区 8,635人）
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２月９日、桐原コミュニティセンター大会議室にて『平
成３０年度人権懇談会総まとめ反省会』を開催しました。
第１部の講演は、
『広げよう！人権のＷＡ
（輪・和・話）
』
をテーマに、近江八幡市教育委員会の八耳
（やつみみ）
哲也さんにお話していただきました。
子どもの理解力は個人によってそれぞれ異なるので
『分かって当たり前』という考えで一方的に叱ってはい
けないということ、また挨拶を返したくても返せない子
どもがいることなど、大人の都合を押し付けずに子ど
もの思いに沿って行動することが大切だと学びました。
また、
ご家族が手術をされたときに『“生きる”とは “生
かされている” ことと “生きようとする” ことが一つに繋
がることに喜びがある』と感じられたことなど、
『人権』
とは何かということをご自身の経験をもとに分かり易く
お話してくださいました。
第２部は、
『高齢者の人権』
『男女共同参画』
『子ど
もの人権』の３つのテーマごとに分科会を行いました。

車上荒らしに注意！！
２月１３日、桐原コミュニティセンター駐車場にて
車上荒らしが発生しました。日中の明るい時間帯で
の大胆な犯行でした。犯罪の被害にあわないように、
今一度以下の点を注意しましょう。

●車の中に貴重品を置いたまま離れないように
しましょう！
●荷物は外から見えないようにしましょう！
●車の施錠は忘れずに！！

★まち協職員を募集します★

募集期間：平成３１年３月 ５日
（火）
〜３月１４日
（木）
採用試験：平成３１年３月１７日
（日）
８：３０〜
勤務場所・試験場所：桐原コミュニティセンター

※詳細は桐原コミセン
（３３−３５３５）
までお問い合わせください。
※同時に募集チラシを回覧しています。そちらもご確認ください。
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分科会の意見交換より（一部抜粋）
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３月３日（日）

日 時 平成３
１年
場所

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☆
※イベント詳細はチラシをご確認ください。
（１月末に配布済み）

ギター演奏／サムライ剣舞／大正琴

ႆᘙ ／太極拳／３Ｂ体操／手品／新舞踊
ゴムバンド体操／３Ｂ体操／ペーパークラフト

˳᬴ ／韓国海苔巻きづくり／クラシックギター

※どなたでもご来場いただけます！
※体験教室はすべて無料です。事前予約が必要な体験もござい
ますので、桐原コミセン
（３３−３５３５）
までお問合せ下さい。

TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０

３月の主な行事予定

2日(土) 学校保健を語る会
14:00〜桐原っ子ホール
↗؏עσ↚↥ܖⅦ≖࠰ဃᢤᩊᚨփ∝᩼ࠝ˳᬴Ⅷ
6日(水) ３年赤ちゃん先生
１月２４日（木）に授業参観を行いました。ご参観くだ
8日(金) ＰＴＡ環境部窓ふき
さった保護者の皆様、
ご協力ありがとうございました。
13日(水) 町別児童会
その授業参観の折に、
３年生では防災学習を行いま
18日(月) 給食終了 卒業式前日準備
した。本校体育館は有事の際に避難所となるため避難
19日(火) 卒業式
22日(金) 修了式
所設営に必要な物品が置いています。桐原学区の青少
年育成学区民会議や民生委員児童委員等の皆さんの協力を得て、 23日(土) 年度末・年度始休業〜4/7
28日(木) きりっ子食堂
間仕切り用の段ボールを使い避難所設営に挑戦しました。また、非
29日(金) 離任式 14:00〜

常食の準備もしていただきました。貴重な体験をすることで学習を
深めることができました。ご協力くださった地域の皆様、温かなご支援、ご協力ありがとうございました。

桐原東小学校だより

㧛ᐕ㑆ߩ✚ߍ㧋

新しい年が明け、早や一ヶ月以上が経ちました。学校では、
１年間のまとめの時期に入りました。４月になればそれぞれ進
級して一つ上の学年になります。特に６年生は、卒業を迎え中学
校に進学となります。各学年では、
１年間、個人や学級で活動し
てきたことの総仕上げに取り組んでいます。
「命の学習」や「６
年生を送る会」の準備、
「卒業に向けての取組」もそれにあた
ります。次のステップに向けての活動に力を入れています。
先日は１年生の昔遊びが行われました。たくさんのボラン
ティアの皆さま、お世話になりありがとうございました。これか
らも桐原東小学校をもり立てていただきますよう、よろしくお
願い申し上げます。

３月の主な行事予定
１日(金)
４日(月)
７日(木)
８日(金)

１年生 昔遊び
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１８日(月)
１９日(火)
２２日(金)
２６日(火)
２９日(金)

美化月間
委員会
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
きりっ子食堂
離任式

＊電話・ＦＡＸ３３−０７０３

寒さも和らぎ、土の中でじっと寒さに耐えていた虫たちが、暖かい日差しに誘われて顔を出してくる啓蟄の
時期となりました。子どもたちも、センター内での遊びから戸外で友達とサッカーやバスケットボールを楽し
んだり、砂場遊びを楽しんだりする姿が多くなってきました。身体を思い切り動かして遊びながら、新学期
に向けての身体づくりや仲間づくりができていくことを願っています。
子ども達にとって
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予約が必要な事業もあります

２日（土）子ども広場（パンケーキをつくろう） 小学生対象
６日（水）すくすく広場（管理栄養士による栄養相談） ３ヶ月以上の親子対象
７日（木）あかちゃんこんにちは（ねぞうアート） ０歳親子対象
１３日（水）きしゃぽっぽ（英語であそぼう） １歳以上の親子対象
１４日（木）きしゃぽっぽ（手形足型アート） 乳幼児親子対象
１５日（金）ハート to ハート（助産師育児相談・身体計測） ０歳親子対象
開館時間：９時〜１６時４５分 (１２：００〜１３：００休館 )、休館 日・月・祭日

おもちゃとは・・
楽しく学びました

ダブルダッチが
とべるように
なったよ！

