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●７月４日・１１日・
１８日
（木）
１０：００〜 ウクレレ教室

日 時 令和元年７月１
３日（土）９：３０開会

●７月２０日
（土） ９：００〜 桐原コミセン大掃除
●７月２７日
（土）１０：００〜 人権懇談会説明会
●７月２７日
（土）１０：００〜 陶芸教室

参加費：１０００円／定員：１０名／申込み：７月１０日から

第１部 ＊ 紙芝居「熊沢蕃山物語」
＊ 八幡高校 紫雲先生による論語の解説と朗誦
第２部 表彰 社会を明るくする運動小中学生優秀作文
熊沢蕃山は桐原にゆかりのある偉人です。貧しい生活の中で
学問に打ち込み、中江藤樹先生から陽明学を学びました。
今回は大型紙芝居で蕃山先生の生涯を振り返ります。

参加費：無料！／定員：２０名／申込み：７月９日から

●７月３１日
（水） ９：３０〜 子どもおやつづくり
※詳細はコミセンまでお問い合わせください。
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6 月 9 日（日）
、市立運動公園グラウ
ンドで第 44 回自治会対抗ソフトボール大
会を開催しました。雨により3 年連続中
止でしたが 4 年ぶりの開催となり各自治
会とも熱戦を繰り広げました。

桐原学区青少年育成学区民会議

ᾆஉ ỉ ᚃ܇ἩἾỶἋἘὊἉἹὅ
ŭఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸƴᨼӳᲛᲫᲪᲴᲪᲪƔǒ͵ƠǇƢŰ

ᲬଐᲢ້ᲣᐯဌƋƦƼ
ᲳଐᲢ້Უ൦ƋƦƼᲢਤƪཋᲴ൦ბȷǿǪȫȷࠞ܇Უ
ᲬᲭଐᲢ້Უ࠷ᆐטƷέဃƱᢂǅƏᲛ
ᲭᲪଐᲢ້ᲣᐯဌƋƦƼ

６月９日、近江八幡消
防署にて
『近江八幡市ポ
ンプ操法訓練大会』が開催され、昨年・
一昨年に引き続き桐原分団は『自動車の
部』で優勝しました。出場者の大半が新
入部員にも関わらず大変輝かしい成績を
修められました。おめでとうございます！！

《自動車の部》 優勝

指揮者 木村 光男 （中小森町）
１番員 小林 大介 （安養寺町）
２番員 野々村 雄一（安養寺町）
３番員 大橋 正義 （赤尾町）
４番員 南 朋行

（池田本町）

最優秀選手賞

自動車の部 指揮者 木村 光男 （中小森町）
1 番員 小林 大介 （安養寺町）
2 番員 野々村 雄一（安養寺町）
4 番員 南 朋行 （池田本町）
小型の部 指揮者 桐江 孝司 （中小森町）
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夏季は食中毒予防のため金よう茶屋は休止いたします。
１０月より通常通り月２回（第２・第４金曜日）
の開催を予定して
おりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

●上履きをお持ちください。
●事前申し込みは不要です。
●多数のご参加をお待ちしております！

ఘҾǇƪңƩǑǓ ϋ

ᵅȖȭᶅǯΟѨ
ų ൷ဋஜထᖕƷထȁᶌȠ

●７月２７日・８月３日・
１０日・
１７日・２４日・３１日
（土）
１０：００〜 初めての韓国語教室

桐原っ子ホール
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●７月１３日（土） ９：３０〜
社会を明るくする運動学区民大会

場 所 桐原小学校

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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●７月 ７日（日） ８：３０〜
自治会対抗ビーチボール大会
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5 月 26 日（日）
、市立運動公園グラウンドゴルフコースで開催しました
第 20 回自治会対抗グラウンドゴルフ大会で、安養寺町下の水所が優勝し
ました。当日は晴天に恵まれ、16 自治会、
106 名が参加され、各自治会とも熱戦を
繰り広げました。準優勝は古川町新古川、
第 3 位は緑町でした。また、ホールイン
ワン賞も合計で 12 本でました。なお、個
人戦は来年の 3 月1 日に開催の予定です。
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心配ごと相談窓口
時間
場所

☆７月２４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5月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,248 人 ( 桐原小学校区 9,598 人・桐原東小学校区 8,650 人）
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去る、
5 月 20 日（月）「むべの里 島 ( デイサービス )」に、
ボランティア公演を実施しました。今回で 10 年目、20 か所目
となりました。
合唱団員 18 名と新中小森の西村さんがマジック・お面踊り、
ワイワイ合唱団が昔懐かしい歌 9 曲を皆さんと合唱しました。
施設の方が笑顔で一緒に歌ってくださったり、手拍子をしたり
して楽しい時間を提供できたと思います。
「今まで歌わなかっ
た方が歌った」と施設のスタッフの方が驚いていました。恒例
の折り紙で作った（川西様）船の作品（3 体）を施設に寄贈
させていただきました。早速玄関等に飾っていただきました。
これからも、ワイワイ合唱団頑張って活動していきますので、
ご支援ください。又、合唱団活動に参加していただきますよう
お願いいたします。
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桐原新橋から桐原橋の間の日野川沿いに不
法投棄禁止看板を１０か所設置しました。月２
回環境パトロールで巡回している際に、不法
投棄やポイ捨てゴミが最も多い区域です。今
後も環境美化に心がけゴミの無い美しい河川
を目指しましょう。
【桐原学区環境推進協議会】

⒂ʞ
உᐯ
ᐯ
˟
˟⒂
⒂
ᐯ˟⎓⎻⎽ ⒂
ᴾʞஉ

ὁỶὁỶỾἶỾἶӳׇ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾẐἙỶἇὊἥἋẑπ

ἇὅἿὊἛᒬАὉฌੈѣ
去る 5 月18 日（土）午前 10 時 00 分〜
12 時 30 分までワイワイガヤガヤ倶楽部有
志（9 名）が恒例のサンロード（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 15 袋（約
40 ㎏）になりました。
たばこの吸い殻も多く捨てられていました。
車からのポイ捨てが多いと感じました。
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、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。
今後もまた皆様
のご協力をいただ
きますようお願い
いたします。
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６月１５日、
市民・生ごみ再生プロジェ
クトの皆さんを講師に迎え、生ごみ堆
肥化講習会を行いました。
始めに昨今の温暖化問題について
学んだあと、段ボールで簡単に作れる
堆肥化容器を作りました。ピートモス・燻炭・米ぬかを混ぜて、バクテ
リアの力で生ごみを分解します。上手に堆肥化するコツや冬場の対策等
についても詳しく教えていただきました。また、コンポストの購入補助や、
作った堆肥と農作物の交換キャンペーンな
どの新しい取り組みが紹介されました。
各家庭で出されるゴミの大半を占めてい
る生ごみを減らすことで、省エネやＣＯ２削
減に繋がります。各家庭で生ごみの堆肥化
に取り組んでみてはいかがでしょうか？
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TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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６月１４日（金）に桐原っ子音楽集会、１５日（土）に桐原っ子音楽発表会（学習
参観）を開催しました。１４日は幼稚園・保育所・こども園の５歳児を招待しました。
また１５日の音楽集会ではたくさんの保護者の
方の前で、練習の成果を発表することができま
した。１年生の元気な歌声をはじめ、はじめて
のリコーダー奏やいろんな楽器に挑戦した合奏
など、どの学年も素敵な発表になりました。
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7月2日（火）6年ブックトーク
愛の学校訪問
5日（金）3年生ひびきあい活動
7日（日）資源回収
10日（水）町別児童会
4年ブックトーク
（水）
まで
11日（木）個別懇談会〜17日
19日（金）1学期終業式
8月1日（木）5年登校日
2日（金）3日（土）
5年フローティングスクール
（金）学校閉校日
13日（火）〜16日
18日（日）親子愛好作業5.6年登校
28日（水）2学期始業式 あいさつ運動

桐原東小学校だより ర᳇ߞ߬╉㗻ߞ߬

７月の主な行事予定

早いもので１学期も残り１ヶ月になりました。桐原東
小学校では、日々の学習活動や校外学習等の行事を通
して、児童みんなが友達の輪をどんどん広げ、毎日元気
に明るく学校生活を送っています。”１年生中村公園””３
５年生 田植え（５/２２） 年生八幡山””５年生田植え”等の校外での学習では、地
域のボランティアさんにお世話になり、安全でより効果
的な学習が行えています。暑くなってくるこの季節です
が、
１学期の終わりまで、元気いっぱい過ごします。
地域の皆様におかれましては、引き続き子どもたちの
登下校時の見守りや学習支援にご協力をいただきます
１年生 中村公園（５/３１） よう、何卒よろしくお願いいたします。

１日(月)交通安全・あいさつ運動
３日(水)６年ブックトーク
４日(木)学校保健委員会
５日(金)学校評議会・地区別児童会
９日(火)５年ブックトーク
１１日(木)１年食育教室
１２日(金)交通安全・あいさつ運動
１６日(火)４年ブックトーク
１７日(水)３年食育教室
給食終了 学級懇談会
１９日(金)１学期終業式・大掃除
２４日(水)きりっ子食堂

＊電話・ＦＡＸ３３−０７０３
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暑い季節がやってきました。子どもセンターでは、春に植えた夏野菜が実り、
「収穫する楽しさ」や「野菜を食
べる」体験を親子でしています。子どもたちは、乳幼児期にもその子なりの興味関心に合わせた遊びや経験（原
体験）をする中で、たくさんの小さな失敗や成功を積み重ねながら、生きていくための多くの知識や技能を習得していきます。
特に同じ場で遊ぶ子ども同士が、たくさん刺激し合って「できなかったことができる」ようになっていくこともあるようですね。
子どもセンターの遊びの場や事業が、子どもたちの成長につながることを願い、７月もたくさんの来館をお待ちしています。

ᾋᾆஉỉʙಅʖܭᾍ 予約が必要な事業もあります
４日（木）きしゃぽっぽ ( 七夕飾りをつくろう) 乳幼児親子対象
６日（土）きしゃぽっぽ（親子ヨガをしよう） １歳半〜就学前親子対象
１０日（水）きしゃぽっぽ（水遊びをしよう） 乳幼児親子
１３日（土）子ども広場（サッカー教室） ５歳児〜小学３年生対象
１８日（木）すくすく広場（歯科指導） 乳幼児親子対象
２４日（水）ハート to ハート（育児相談・身体計測） 乳幼児親子対象

救急講習会

開館時間：９時〜１６時４５分 (１２：００〜１３：００休館 )、休館 日・月・祭日

野菜植え

新聞あそび

