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●９月 ５日
（木）環境推進協議会 研修（三重県）
●９月１５日
（日）ボウリング大会（ＡＣＴ近江八幡）
●９月２０日
（金）老人会料理教室
●桐原学区市民運動会
日時：１０月 ６日
（日）８：２０開会
場所：八幡西中学校グラウンド

※９月１７日（火）９：００受付開始！

●桐原学区民文化祭
日時：１１月 ３日（日）９：３０〜１５：００（予定）
場所：桐原小学校敷地内

○芸能発表出演者・展示発表出展者募集中！！
（９/１３締切）
○フリーマーケット出店者募集中！！（９/２７締切）
※詳細は回覧チラシをご確認ください。
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夏季は食中毒予防のため金よう茶屋は休止しております。
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。

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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【きりっこキッズ見守り隊】とは、子どもによる消費者被害等
の見守り活動です。その第一歩！桐原学区に住む子どもたち
に出前授業をするためのプロジェクトメンバーを募集します！
活動内容：桐原小、桐原東小の授業にうかがい、寸劇等を
通して見守りのポイントや見守りの大切さを伝えます。
活動時期：2 学期末から 3 学期（桐原小 1 学年・桐原東小 1 学年）
＊数回練習します。
申込方法：桐原コミュニティセンターまでお申込み下さい。

Tel:0748-33-3535 fax:0748:33-3569

申込締切：９月２７日 ( 金 )
お問合せ：近江八幡市消費生活センター 担当 三浦
（近江八幡市役所 人権・市民生活課）

Tel:0748-36-5566 fax:0748-36-5553

ࡀࠛ⋭ޟ⣕㧭㧹㧜ߩ߹ߜߠߊࠅ≆≆⇮∞⇥⇟ޠ
→宣言式には各報道機関も出席し︑
市内外に紹介していただきました︒

●１０月２６日（土）１３：３０〜１５：００
親子おやつづくり（定員：１５組／参加費無料！）
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７月２５日、桐原まち協は『省エネ・脱ＣＯ２のまちづくり』
を宣言しました。
（宣言文は８月号に掲載済み）
滋賀県地球温暖化防止活動推進センターからの呼びかけ
で実現した今回の宣言は、滋賀県内では初めての取組みと
なります。今後は県のセンターと協力し、省エネ住宅・省
エネ家電の推奨や、家庭ごみの削減を呼びかける等、様々
な活動をすすめていきます。美しい環境を後世に残すため、
地域や家庭で楽しみながら続けられる活動に取り組んでい
きますので、皆様もご協力よろしくお願いいたします。
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７月１３日（土）午前９時３０分から、青少年非行・被害防止の
啓発を目的に桐原学区青少年育成学区民会議による「社会を明るく
する運動学区民大会」が開催されました。
近江八幡警察署生活安全課土川係長様にご臨席を賜り、少年非行
の現状について聞かせいただきました。本市の現状が比較的落ち着い
た状況で推移していることに、多くの方が胸をなでおろしたようです。
今年は、地元ゆかりの名士である熊沢蕃山の生誕４００年にちな
み、役員による大型紙芝居「熊沢蕃山」が上演されました。紙芝
居で蕃山の人柄や偉業についてわかりやすく紹介していただき、参
加者は楽しくかつ熱心に聞き入っていました。
また、県立八幡高等学校国語科の紫雲先生に孔子や論語について
説明を受けました。そのあと、
参加者全員で論語の朗誦を行いました。
次に、小中学生の優秀作文の表彰と発表がありました。暗いニュー
スをよく耳にする昨今ですが、作文を通して、子どもたちが「令和に
代わり、新たな気概を持って
生きよう」という思いが伝わり、
気持ちが明るく晴れやかになり
ました。
暑いなか、ご参加いただき
ありがとうございました。
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８月６日に桐原東小学校で、翌７日に桐原
小学校で、青少年育成学区民会議による子ど
も体験事業の一環として、
「星空観察」を開
催しました。
はじめに講師の岡田先生から、今回観察で
きる木星や土星のこと、彦星や織姫星、夏の
星座についてお話をしていただきました。
そのあと、用意していただいた望遠鏡を交
代でのぞき込み、自分の目で確認しました。
望遠鏡のなかで、まぶしいくらいに輝く月は
息を飲むほどの美しさでした。
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心配ごと相談窓口

☆９月２５日（水）

時間
場所

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

ὲ
᠗Ẩᾒᾤᾟ ᇹᾂˮὲ
7 月 27 日・28 日に東近江市体育館と桐原体育
館で開催された『第 14 回輝き CUP 日本ヤングクラ
ブバレーボール男女選手権大会 in 東近江』に桐原
東ジュニアバレーボールクラブが出場し、第 3 位の
好成績をおさめました。
この大会は、全国の小中学生のクラブチームによ
るクラブチームのための大会として開催されており、
U-12 で 17 チームが参加するなか、日頃の練習の
成果を発揮することができました。
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７月２７日台風６号接近による小雨のな
か、近江八幡地区交通安全協会桐原支部
によるカーブミラーの清掃が行われました。
４、５人のグループにわかれ、モップや
バケツ、雑巾などを持って、軽トラックに分
乗し、担当区域に行き、カーブミラーの清
掃を実施しました。おかげで、くすんでい
たミラーもすっきりしました。ミラーの視界
が確保されることは交通安全につながります。
参加してくださった皆さま、ありがとうございました。
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7月２７日（土）に『人と人とのつながり 〜学び 気づき 行動へ』をコンセプ
トに、毎年この時期から各町で開催されるまちづくり懇談会にむけて、自治会長と人
権推進員・男女共同参画推進員による合同研修会を事前説明も兼ねて開催しました。
お互いが違いを認め合い個人としての尊厳が重んじられ、それぞれの個性や能
力を発揮しながら安心して暮らして行けるまちづくりをめざすためには、最も身近
な地域（自治会など）から発信される人権学習会（まちづくり懇談会）が必要だと
考えます。この日に視聴した DVD は「明日咲く」というタイトルで、大きくは男女
共同参画をテーマにとりあげたものですが、その中には人としての自尊心や子どもの
人権、また LGBT(※) などにも触れられており、感慨深い内容になっていました。昨
年同様７０名ほどの参加者がありましたが、各自治会の研修会に対する反応は悲喜
交々（ひきこもごも）で、今後の開催にむけて課題を残すところとなりました。
(※LGBT…レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー )

TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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長い夏休みで子どもたちは一回り大きくなり、元気に学校へ登校してきました。夏
休みも桐原っ子メディアセンターは、本を借りに来る子、勉強をする子でにぎわってい
ました。２学期は運動会をはじめ、各学年の校外学習、６年生の修学旅行など行事
がたくさんあります。行事や学習を通してさらに成長
してほしいです。さっそく、９月１４日 ( 土）の運動
会に向けて取組も始まります。子どもたちは暑さに負
けず頑張っています。応援よろしくお願いします。
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桐原東小学校だより

１学期 ６年防災学習
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9/14(土）運動会（１７日振替休日）
20(金）4年ひびきあい
6年修学旅行説明会
25（水）6年西中学校説明会PM（西中）
10/１
（火）2（水） 6年修学旅行
3（木）1年校外学習
（河辺いきものの森）
9（水）3年校外学習
（イトーキ・消防署）
11（金）2年校外学習（醒ヶ井）
18（金）5年ひびきあい
23（水）5年校外学習
（四日市博物館）

８・９月の主な行事予定

１学期には地域の皆さまにいろいろとご支援いただきました。 ８月２８日(水)始業式
２９日(木)避難訓練・給食開始
特に地域へ出ての学習では、地域で案内いただいたり交通安全
９月 ２日(月)交通安全・あいさつ運動
のための見守りに立っていただいたり、児童に説明やお話をして
委員会
いただいたりとたいへんお世話になりました。夏休みに入り、
７月
４日(水)脂質検査
９日(月)委員会
の長い梅雨と８月の猛暑で気候は不安定でしたが、子どもたちは
１３日(金)交通安全・あいさつ運動
待ちに待った夏休みを満喫したようです。
１８日(水)科学研究発表会
さて、いよいよ２学期です。２学期は、運動会に音楽会、各学年
２１日(土)運動会
の校外学習や６年生の修学旅行など、たくさんの行事がありま
２４日(火)振替休日
２５日(水)個別面談週間〜10／３(木)
す。それらを通してさらに成長してくれることを期待しています。
２６日(木)脂質検査事後説明会
２学期も引き続き子どもたちの登下校時の見守りや学習支援
３０日(月)クラブ
にご協力をいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
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＊電話・ＦＡＸ３３−０７０３

残暑厳しい中、子どもたちは体育祭や運動会に向けて力を発揮し、保護者や地域の皆様が、子どもたちの
姿に感動を味わわせてもらう季節となりました。子どもセンターでは、夏休みに幼小中高の元気な子どもたちが
たくさん遊びに来てくれてとても賑やかだったのですが、新学期が始まり、また乳幼児の子どもたちが主役の子
どもセンターになってきました。学校が休みの日以外の日は、
思い切り体を動かしたい乳幼児の子どもたちに、
ホール（ボールプー
ルなど）やロールすべり台を開放していますので、うさぎルームと合わせて遊びに来てくださいね。
親子ヨガ
ᾋᾈஉỉʙಅʖܭᾍ 予約が必要な事業もあります
科学教室
３日
（火）きしゃぽっぽ（リトミック） 1 歳半までの親子対象
７日
（土）子ども広場（サッカー教室） ５歳児〜小学３年生対象
１３日
（金）すくすく広場（斉藤助産師さんの話） 乳幼児親子対象
１８日
（水）ハート to ハート（育児相談・身体計測） 乳幼児親子対象
２７日
（金）あかちゃんこんにちは（キラキラボトル作り） 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

おやつ作り

