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今年も桜の季節がやってきました。白鳥川の桜も美しく
咲いています。今年も桜を優しく照らすぼんぼりを用意しま
した。３月３０日（土）から４月１７日（水）まで点灯します。
皆さんお誘いあわせの上、夜桜見物にお越しください。
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初めての方、興味のある方お待ちしています。
日 時

４月１６日（火）午前１０：３０〜１２：００
５月２１日（火）午前１０：３０〜１２：００
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場 所 桐原コミュニティセンター
対 象 どなたでも
諸費用 ６００円
（２回分）

お問合せ ０９０-１５９６-６０４９
（菊地）
地）
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３月３日（日）
、市立運動公園
グラウンドゴルフコースで『第４回
グラウンドゴルフ大会（個人戦）
』
を開催しました。
当日は雨が心配されましたが、
５４人が参加され、各参加者とも
障害物に苦労しながらも熱戦を繰
り広げました。また、ホールイン
ワン賞は２本でしたが、和気藹々
と楽しんでいただけました。
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総合の部

男子の部

女子の部

優 勝

森下 國男さん

準優勝

青木 喜美子さん 林 隆範さん

坂野 ひとみさん

３ 位

坂野 ひとみさん

佐山 常美さん
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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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３月３日（日）
、桐原コミュニティセンターにて、
『第６回桐原ふれ
あい会』を開催し、約２００名が来場されました。桐原コミセンに
て活動されている１５のサークルによるステージ発表や体験教室、
お昼にはうどんの無料配布を行い、来場者の皆さんには１日楽しく
過ごしながらサークル活動を知っていただくことができました。
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最近、地域の皆さんから、ご自身の作品または支援して
いる団体の作品などの展示を依頼されることが多くなりまし
た。そこで、希望される方が平等に作品を展示できるよう、
『桐原コミュニティセンター展示規則』を作成しました。
（３
１年４月１日より施行）展示をご希望される方は、規則の詳
細について桐原コミセン窓口までお問い合わせください。
桐原コミュニティセンター長
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白鳥川の景観を良くする会

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI

гᑈ

●桜ぼんぼりの点灯期間
３月３０日（土）〜４月１７日
（水）
※３月３０日は、
『桜ぼんぼり点灯式』
（１６：３０〜１９：００、白鳥川橋横広場にて）
※点灯時間は２１時までです。
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森下 國男さん 青木 喜美子さん
和田 恒雄さん

桐原コミセン休館のおしらせ

４月２８日（日）〜５月７日（火）
国民の祝日と振替休日のため、上記の
期間休館いたします。ご承知ください。

〈2019 年2月28日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,174 人 ( 桐原小学校区 9,533人・桐原東小学校区 8,641人）
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１月２月に開催された各種県大会に出場しまし
た。全試合とも健闘し、結果は右記のとおりです。
応援ありがとうございました！！

全農杯 県大会
… 県ベスト８
井原正巳杯 県大会 … 県ベスト１６
木下杯 県大会
… 県ベスト１６

教育目標
自分が好き、友達が好き
心をつなぐ桐原幼稚園
いきいきと・・・
基本的生活習慣を養う
きらきらと・・・
豊かな心情をはぐくむ
るんるんと・・・
育ち合う仲間づくり

近江八幡市立

桐原幼稚園

平成３１年度は、１６８名の子どもたちと共にス
タートします。
今年度も、子どもたちの健やかな成長を願い、
笑顔いっぱいの幼稚園になるよう職員一同、心を
ひとつにして幼稚園教育・子育て
ẂẴẮởẦἻὅἛỉấჷỤẶẂ
支援を頑張ります。今年度も地域
５月１７日（金）
１３：００〜
の皆様のご協力・ご支援をどうぞ
幼稚園であそぼう！
よろしくお願い致します。
たくさんのご参加をお待ちしております。
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心地良い春風の吹く季節となりました。春らしいうららかな日ざしの中、元気な 130 名の子ども達の笑顔があふれ、
新年度がスタートしました。今年度
も “自分が好き 友達が好き 保
ὼᾸὼᾸूܬ
育所大好き” を合言葉に、子ども
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達の心と身体の健やかな成長を願っ
ࡊטǍᢂƼƷǹȚȸǹǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵ
て取り組んでいきたいと思います。
Ɠൢ᠉ƷƓឭƠƘƩƞƍŵ
今後とも地域の皆様のご支援、
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ご協力をどうぞよろしくお願いしま
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2 月１６日、桐原小学校桐原っ子ホールにて
『第７回桐原学区平和祈念式典』を開催しました。
学区在住の方に作製していただいた『平和祈念の牌』に、来賓の皆様、学区内各種
団体の代表から献花が行われました。その後、
桐原保育所の皆さんから、
心をこめて折っ
ていただいた千羽鶴が贈呈されました。また会場内には、桐原幼稚園と桐原小学校の皆さんによる平和をテーマにした作
品が展示されました。
桐原小学校、桐原東小学校の児童、八幡西中学校の生徒の皆さんの作文発表が行われました。修学旅行で広島に訪
れた時に原爆の恐ろしさを感じ、平和の大切さを下級生に伝え身の回りの平和を大切にしたいという思い。平和学習で戦
争を体験された方からお話を聞いたことでさらに戦争はしてはいけないという思いが
強くなり、人を傷つけるような言動をなくし、ひとり一人が平和について考えることが
大切だということ。
核開発など世界各国の動きによる第３次世界大戦勃発の危機など、
「世界終末時計」の針が進むのを防ぐためにできることは政治に関心を持つこと、平
和を祈りメッセージを発信していくことが大切だということ。噂や１つの情報だけで相
手のことを決めつけることからいじめが発生してしまうように国同士の争いも生まれて
しまうので、平和な世界にするためにはお互いの良い面を伝えていくことが大事だとい
うこと。…子ども達それぞれの視点から感じたことが瑞々しい文体で綴られ、平和へ
の強い思いが来場者の心に深く伝わりました。
講演では、滋賀県平和祈念館から谷澤真也さんにお越しいただき、
『滋賀にまつわ
る戦争の記録〜語り継ぐ平和への願い〜』をテーマにお話していただきました。出兵の
様子や、子どもたちの生活の様子など、スクリーンに投影された写真から当時の生々し
い様子が伝わり、戦争の悲惨さと平和の大切さを改めて強く思い知る一日となりました。
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めっきり春らしい陽光がまぶしく感じる季節となりました。桐原学区のみなさまには、ますますご
健勝のこととお喜び申しあげます。
平素は、本校の教育活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、３月１２日、本校第３７回卒業証書授与式を挙行し、２０１名の卒業生が巣立っていきまし
た。卒業式の開催にあたり、地域のみなさまにご支援ご協力を賜りましたことを心よりお礼申しあ
げます。 ６月
４月には新入生を迎え、２年生、３年生にそれぞれ進級した在校生ととも
に、新しい年度をむかえます。教職員一同、気持ちも新たに教育活動に全
力を尽くす所存です。今後とも地域のみなさまのさらなるご支援・ご協力を
お願いします。

