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桐原学区健康推進協議会

ؾᄂ̲˟ẅɤἼἇỶἁἽἍὅἑὊ
（木）
８：３０出発
日 時：令和元年９月５日
場 所：三重リサイクルセンター（伊賀市予野）
※西日本最大の資源センターです！
定 員：１８名（先着順）／参加費：無料

対象
日時
場所
内容

桐原東小学校区在住の０〜２歳児のお子様の保護者
令和元年９月９日（月）午前１０：００〜
近江八幡市総合福祉センターひまわり館 ２階研修室
（仮称）桐原東こども園の整備状況
（社会福祉法人こころざしの紹介、整備場所、進捗状況 ほか）

その他 ＊簡易なおもちゃ等は会場の一画に用意していますが、
託児室等を設けておりません。ご承知ください。
お申込み：８月９日までに桐原コミセン33-3535まで！
＊事前申し込みは不要です。
●アロマせっけんづくり ８月２２日（木）１０：００〜
お問合せ：子ども健康部子ども施設整備推進室 ３６-５５７８
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① ６月８日（土）
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『人権』を感じる心の大切さや、生
きる喜びについて…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。

② ６月１５日（土）
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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。

ᾇஉ ỉ ᚃ܇ἩἾỶἋἘὊἉἹὅ
ŭఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸƴᨼӳᲛᲫᲪᲴᲪᲪƔǒ͵ƠǇƢŰ

ᲰଐᲢ້Უ൦ƋƦƼᲢਤƪཋᲴ൦ბȷǿǪȫȷࠞ܇Უ
ᲬᲪଐᲢ້ᲣᐯဌƋƦƼ
ᲬᲱଐᲢ້ᲣǨȗȭȳǷǢǿȸǛᙸǑƏᲛ

ٻշ܇ƞǜ

ఘҾܖғңǇƪƮƘǓңᜭ˟

žႾǨȍȷᏮ %1ᲬǇƪƮƘǓſܳᚕ
οՋʍƞǜ

Ẓ܇ỄờૅੲỉئẦỤᙸẺᢿᓳբ᫆ẓ

参加費：３００円／定員：２０名／申込み受付中！
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子どもの貧困と虐待の連鎖につ
いてや、未だに残る結婚差別につ
いてなど、
「自分ならどうか」と考
えることが大切だと学びました。

③ ６月２２日（土）
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ボランティア先で子ども達や高齢の
方と触れ合って感じたこと等、素敵な
歌声にのせて伝えてくださいました。 ᭗ᨺٻƞǜ
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トータルファッションきたがわ様より、学校名
入りの帽子をたくさんご寄付いただきました。桐
原小学校はえんじ色、桐原東小学校はブルーとそ
れぞれのスクールカラーで作っていただきました。
学校行事・ＰＴＡ行事等で使わせていただきます。
ありがとうございました。
桐原小学校・桐原東小学校

近江八幡市は、琵琶湖の豊かな水と土壌の恵みを受け、古くか
ら農業を中心に栄え、ヨシの群生地である水郷地帯などの自然環
境は素晴らしいものがあります。歴史的には織田信長の改革精神
により開かれた楽市楽座の精神を、豊臣秀次の自由商業都市の思
想に引き継がれ、近江商人の基礎が築かれました。
わが市はこのような恵まれた歴史・自然・文化に囲まれたまちであり、
活力に満ちた人々が暮らすまちです。その中でも近江八幡市の西部に
位置する桐原学区は、市内で最大規模の18,000人余りが暮らし、田
園風景の中に旧村と新興住宅が混在しながらも調和のとれた素晴らし
いまちです。学区内には歴史的遺産も多く存在し、自然が豊かで子ど
もたちの体験学習環境にも恵まれています。
また、学区民運動会や文化祭をはじめ、各種団体が主体的に活
動する多くの行事には学区民が多数参加し、あたかも江戸時代の
楽市楽座が現代に蘇ったような様相を醸し出しています。
このような環境の中で、私たちは何不自由なく暮していますが、い
ざ環境問題に目を向けたとき、世界各地で発生している異常気象を
深刻に受け止める必要があります。近年の夏の猛暑や局地的豪雨な
どは予測のつかない形で私たちの日常生活に影響を及ぼすようにな
り、多くの人々が地球温暖化を実感するようになりました。
世界では 2015 年 12 月に 21 世紀後半に二酸化炭素を実質的に
出さない社会をめざす「パリ協定」が批准されました。しかし、目
標達成には程遠い状況です。
私たちは桐原学区の目標である「しあわせ・豊かさ・活力」の
ある地域づくり、
「安全・安心」の地域づくりを目指していますが、
かけがえのない環境を後世の子どもたちに引き継ぎ残せるようにし
なければなりません。地球温暖化問題を自分自身の問題としてとら
え、省エネ・脱 CO２の行動を暮らしの中に定着させることにより、
50 年先 100 年先もすばらしい夕日を見ることができるまちづくりを
めざし「省エネ・脱 CO２のまちづくり」を宣言します。

令和元年７月 25 日

ŨఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸᲲஉƷ˞ଐ
ųᲮ ଐ Ჯ உ ᲫᲫ ଐ ᳸ᲫᲯ ங ᲫᲲ ଐ ᲫᲳ உ ᲬᲯ ଐ ᲬᲰ உ 
Ũ˟્᧓ٸᜭųᲲஉᲬᲭଐ  ŬஉᇹᲮ୴ଐƴ͵ƠǇƢŵ
ųᲴᲪᲪƔǒఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸư  உЎƷ˳ᏋᚨМဇᛦૢǛƠǇƢŵ
ŨఘҾǳȟǻȳᲳஉƷဎᡂǈƸŴ
ᲲஉᲫଐᲢஙᲣᲳᲴᲪᲪƔǒӖ˄ǛᘍƍǇƢŵ

ᚡʙǛѪᨼƠƯƍǇƢŭᲲஉᲫᲰଐǇưƴఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸǇưä6'. Ჩ (#:

ŬŭŬŭŬ

090-3051-0269（武山きみ子）
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現在、社会福祉法人こころざしにより、令和３年４月に開
園予定の（仮称）桐原東こども園の整備が進められています。
入園対象となる保護者様には直近の整備状況等をご説明さ
せていただきたく、下記の通り説明会を開催することとなり
ましたので、お誘い合わせの上ご参加ください。

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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（金）
９：３０〜１２：００
日 時：令和元年８月３０日
場 所：桐原コミュニティセンター／参加費：３００円
持ち物：エプロン・三角巾／定員：２０名（先着順）
対 象：老若男女どなたでも！！
お申込み：８月２４日までに、下記へご連絡ください。
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桐原学区協働まちづくり協議会

夏季休館のお知らせ
８月１１日
（日）
〜１５日
（木）
上記の期間、閉館いたします。
桐原コミュニティセンター

〈2019年6月28日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,252人 ( 桐原小学校区 9,583人・桐原東小学校区 8,669人）
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去る６月２６日、桐原コミュニティセンター大会議室
にて、令和元年度の桐原学区交通安全協会桐原支部
の総会を開催し、平成３０年度の活動報告・会計報告、
令和元年度の活動計画・予算について、および規約
の一部改定（会計年度の変更）について協議し、す
べて承認されました。
また、７月２７日（土）には通学路および危険箇所
の草刈り・カーブミラー清掃の実施を予定しています。
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KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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交通安全の啓発活動として、６月２６日から２９
日の間、桐原コミュニティセンター来訪者の多くの
方に交通安全への願いを込めて七夕飾りの短冊に
啓発文を書いていただきました。
その後、学区内の主要個所（コミュニティセン
ター、管内の駐在所）に設置しました。学区民の
皆さん、交通安全には十分気を付けましょう！
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暑い日が続いていますが、幼稚園では毎日プール遊びやボディペイン
ティング、スライム遊びなど夏ならではの遊びを楽しんでいます。
先日行われた七夕の集いでは、手話クラブさんからの歌のプレゼントや、絵本クラ
ブさんからの劇のプレゼントを楽しむこと
ẂẴẮởẦἻὅἛỉấჷỤẶẂ ができました。
９月２８日（土）桐原幼稚園運動会
二学期は運動会に向けての活動がはじ
９：００〜１３：００ごろ
まります。
招待レースは１０時頃実施予定です
一人一人が笑顔で輝けるよう、元気いっ
＊雨天順延です
ぱい取り組んでいきたいと思います。
＊園庭は随時開放してますので、

ఘҾ̬Ꮛẻợụ
園庭のゴーヤもたわわに実り、たくさん収穫することができました。子どもたちは水遊び
や絵の具遊びなど、夏ならではの遊びを楽しんでいます。プール遊びでは、水に顔をつけ
たり、足をバタバタとさせて泳いでみたりと毎日元気な声が聞こえ、友だちと一緒にいろん
なことにチャレンジしています。
ὼᾸὼᾸूܬ
また、８月は終戦記念日もあり世界
ఘҾ̬ᏋưƸŴ؏עƷܡנƷᚃ܇ƴ̬ᏋǍ の平和を願う月でもあります。保育所
ࡊטǛ્ƠŴƋƦƼئǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵ
では、千羽鶴作りや絵本を通して命の
Ɠൢ᠉ƴƓឭƠƘƩƞƍŵ
大切さについて子ども達と一緒に考え
ଐųųųᲳஉᲫᲪଐᲢ້Უ᳸Ǉư
ます。日頃の何気ない平和な生活に、みんなで感謝する機会にし
ƓբƍӳǘƤų6'.ᲪᲱᲮᲲᲧᲭᲭᲧᲮᲮᲯᲱ
たいです。
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校外で大いに学ぶ！それぞれの目標に向かって

ᲫܖƸƦǕƧǕƷ࠰ܖႸǛਤƬƯఄٳưƷܖ፼ƴӕǓኵǈǇƠƨŵ

〈桐原JFC活動ブログ〉https://ameblo.jp/kiriharajfc/
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7月13日、
14日の2日間の日程で開催した近江八幡サッ
カー協会主催の大会にて、桐原 JFC が優勝しました。県
内外（大阪、京都、滋賀）合わせて 24 チームが参加し
た大きな大会で見事頂点に立ちました。
この優勝を弾みにさらなる活躍を目指しますので、皆
様応援を宜しくお願いいたします。
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★野球体験希望者 随時募集中！！

西中生
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６月２２日、竜王町川守農村グラウンドにて開催された学童
軟式野球選手権大会近江八幡地区大会にて優勝しました！
７月２６日から高知県で開催される『坂本竜馬杯学童軟式
野球大会』にも滋賀県からの推薦を受けて出場します。がん
ばりますので応援よろしくお願いします！

教育目標
自分が好き、友だちが好き
心をつなぐ桐原幼稚園

あそびにきてください
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近江八幡市立桐原幼稚園

