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記事を募集しています☆2月15日までに桐原コミセンまで・・・TEL33-3535 FAX33-3569

親子プレイステーション

第２、４⾦曜⽇
２月１４日、２８日 11︓30〜14︓00

◎どなたでもご参加いただけます。（1食500円）
◎予約などの申し込みはいりません。
◎ボランティアさん⼿作りの美味しい昼食です︕

●紫雲保育園分園 ●桐原幼稚園 ●岡山幼稚園

●桐原小学校 ●桐原東小学校 ●八幡西中学校
●八幡高等学校 ●八幡商業高等学校

●八幡工業高校 ●八日市高校（男子学生服）

如 月February

〇2月15⽇（土）

〇2月8⽇（土）

アロマヘアオイル講座

平和祈念式典
時間︓受付9︓00 開会9︓30
場所︓桐原っ⼦ホール

March 弥 生

〇3月1⽇（⽇） グラウンドゴルフ個人戦
時間︓受付8︓30 開会9︓00
場所︓運動公園グラウンドゴルフ場

〇3月20⽇（⾦） 植樹会
時間︓８時30分コミセン集合
場所︓⽇野川河川敷

金よう茶屋さんが、歳末助け合い募金に

50,000円 寄付されました。

ありがとうございました。

金 よ う 茶 屋

♪桐原コミセンで開催します。
時間 10:00〜11:30

4日（火） ⼿品を⾒よう︕
18日（火） おひな様づくり 3⽇（⽕）⺠⽣委員児童部会さんの⼈形劇を⾒よう

10⽇（⽕）お別れ会（閉講式）
17⽇（⽕）自由遊び

人権尊重のまちづくり懇談会
総まとめ反省会

時間︓受付9︓30 開会10︓00
場所︓桐原っ⼦ホール

〇2月1⽇（土）

〇3月8⽇（⽇） ふれあい会
時間︓開会9︓30
場所︓桐原コミセン

〇3月5⽇（木） 2月12⽇予約開始

【２月】 【３月】

寄せ植え教室
時間︓開会10︓00
場所︓桐原コミセン

予約が必要です

未就園児のお⼦様と保護者さん、おまちしています。
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◇◆桐原学区の住⺠数 18,292⼈（桐原⼩学校区 9,595⼈・桐原東⼩学校区 8,697⼈）<2019年12月27⽇現在>◇◆
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月 号 TEL33-3535 FAX33-3569

〇桐原コミュニティセンター 2月の休館日
2(日)  3(月) 9(日)  10(月)  11(火)  16(日)  17(月)  23(日) 24(月)  25(火) 

〇夜間開放会議 2月28日(金) ★毎月第4金曜日に開催します。
19:00から桐原コミセンで、3月分の体育施設利用調整をします。

〇桐原コミセン3月分の貸館申込は、2月1日(土)9:00から受付ます。

桐原学区協働まちづくり協議会では、⾺場会⻑の新年の挨拶にありましたように、⽇本で初めての地域住⺠組
織が環境問題に取り組んでいく『省エネ・脱CO2まちづくり宣言』を昨年7月25⽇に⾏いました。

温暖化がもたらす異常気象を少しでも抑制し、次世代に⼈類が⽣き続けられる環境を残せるように学区⺠⼀⼈ひ
とりが身近なところから取り組んでいただけるよう提案をしています。

学区内各⼾にチラシやマグネットシートを配布し啓発活動を⾏っていますが、まだまだ、学区全体に浸透したと
は言えないのが現状です。まち協としてこれまで取り組んできた内容や今後の予定について紹介します。

エコドライブ講習受講
11月9⽇にエコ運転コンテストの概要について専

門家から説明を受けました。
普段運転する⾞に、専⽤のタグを取り付けて、ス

マホの専⽤アプリで運転の状態が把握することがで
きます。

急ブレーキ、急加速、速度、コーナーリングの状
態が点数で表されます。

自分の運転を振り返り、エコ運転を心がけ、安全
運転励⾏に努めるよい機会となりました。

参加者数36名、コンテスト優勝チームは大森町で
した。表彰式は1月25⽇に⾏いました。

まち協研修会
（省エネ講習会とエコ住宅見学会）

エコ運転コンテスト

エコクッキング教室

10月19⽇（土）アヤハ自動⾞教習所栗東校で、エコドラ
イブ講習会を⾏い９名が参加しました。

エコドライブ講習を受講したあとの運転は、燃費の向上・
CO2削減だけでなく同乗者にも優しい運転に変わりましたと
いうご意⾒をいただきました。

インフルエンザに

ご注意ください

⼿洗いとうがいを習慣
づけて、元気に冬をす
ごしてください。

1月18（土）コミセン調理室で、親⼦で
エコクッキングに取り組みました。

⼯夫をすればエコな調理⽅法でおいしく
いただけること、しかも地球温暖化の抑制
につながることを、親⼦で感じ取っていた
だき好評でした。

参加者数は、５家族 １０名でした。

フードバンク試行的実施
今回、試⾏的にフードバンクの取り組みを⾏い

ます。条件を満たした食品を1月25⽇（土）に桐
原コミセンに持ち込んでいただくように回覧をし
ました。

これらの食品は、活⽤していただける場に提供
します。今回は、⼦ども食堂に提供したいと考え
ています。

試⾏的な実施ですが、協議を重ね引き続き実施
したいと考えています。

今年度のまちづくり協議会の研修会をかねて、1月25⽇
（土）省エネ講習会と省エネ住宅⾒学会を実施しました。

住宅⾒学、省エネ実験等をとおして省エネ・脱CO2まちづくり
活動への理解を深めていきます。

冷蔵庫から始まる省エネ・脱CO2
・不要な買い物を減らす
・詰め込みすぎの⾒直し→電⼒の削減
・食材の有効利⽤→食品ロスの減少

現在、⽇本の食料自給率は38％、輸⼊食糧68％
⽇本では毎年646万トンの食糧が廃棄されています。これは、

地球全体で食料に困っている⼈が9億⼈いるといわれているな
かで、世界から非難されることが想像できます。身近な冷蔵庫
から取り組みを広げていきたいものです。

生ごみリサイクル
目的 ①美しい地球環境を引き継いでいく

②良い環境で健康づくり
③リサイクルで経済効果をあげる

具体的には、⽣ごみのたい肥化を推進する。
◎各自治会を対象に実施を計画する
◎期間 2020年5月〜10月
◎準備として・予算化 ・テキスト作成3月

・材料⼿配3月〜4月 ・説明会4月〜5月
たい肥として、家庭菜園や農業肥料に活⽤予定です。

うちエコ診断の実施
11月3⽇（土）学区⺠⽂化祭において、「うち

エコ診断」を実施しました。
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まちづくり協議会では、当学区災害対策本部
や自治連合会はもちろん、消防団をはじめとす
る各種団体と連携し、住⺠のみなさん⼀⼈ひと
りが安全で安心して暮らせるまちづくりを目指
し取り組んでいます。

その⼀環として、第7回防災リーダー講習会
を1月18日（土）に実施しました。

いざ災害が発⽣したとき、どのように⾏動す
ればいいかについて、それぞれの⽴場で考えま
した。

日時 令和２年２⽉１５日（⼟）
受付9︓00 開会9︓30

場所︓桐原⼩学校 桐原っ子ホール
〇平和祈念の牌 献花
〇小中学⽣による作文朗読
〇千羽鶴贈呈式
〇作品展示
〇講演『滋賀にまつわる戦争の記録』

〜語り継ぐ 平和への願い〜
講師 滋賀県平和祈念館 谷澤真也氏

日時 令和２年３⽉８日（日）
開会9︓30

場所︓桐原コミュニティセンター
桐原コミセンで活動されているサークルのみなさんが

日頃の練習の成果をステージで披露されます。
また、楽しい体験教室も⾏います。

※詳細は、全⼾配布のチラシでご確認ください

⾏者を勤めたのは三上英夫さん、６７歳。自⾝は５回目の⽔⾏で
したが、「年寄りの冷や⽔と⾔われながらも、今年しかやる時はな
いと思い、⾏者講員７名がワンチームとなって取り組んだ結果で
す」と誇らしげに語ってくれました。また、住⺠の⽅が２０数年ぶ
りの寒ごおりを応援し、⽞関先や道路で声かけをする姿が多く⾒ら
れました。寒風の中、町内５２杯のバケツの⽔を浴びながら元気に
駆け抜けられた姿に感動するとともに、大正時代に始まったという
伝統の「寒ごおり」の復活劇が町に何らかの変化をもたらすかもし
れないという期待も感じられました。

⽔⾏（⾏者による⽔かぶり）と⾔えば、市
内では⽩王の⽔⾏が有名ですが、安養寺町の
⾏者講でも１月13日（月）午後１時より、
「寒ごおり」と称して⽔⾏が⾏われました。
平成８年までは毎年１月に実施されていまし
たが、その後は事情により取りやめになって
いました。しかし、令和初の新年を祝い、町
の安寧、町⺠の健康を祈願するという主旨の
もと、１年限りという条件付きですが２４年
ぶりに寒ごおりが復活しました。

桐原学区チームは「タスキを繋い
で、優勝を目標に頑張ります︕」の
意気込みのもと、学区対抗の部で⾒
事優勝︕また、6区では区間1位と好
順位で、桐原学区チームは5年ぶりに
優勝の栄誉を勝ち取りました。

今回優勝された桐原チームは、２月
9日に⾏われる富⼠宮駅伝競⾛大会に
出場されます。

ご活躍を期待しています︕︕

滋賀地震防災市⺠
ネットの円山忠昭さ
んの話を伺い、地震
の周期から考えると
近い将来大地震が発
⽣する可能性が高い
ことを改めて実感し
ました。

1月19日（日）第66回近江八幡駅伝競⾛
大会が開催され、市内外で67チームが7部
門で出場。学区対抗の部門は、11チームが
参加し、冬晴れの中6区間31.2㎞⾛りまし
た。
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３学期もがんばってます！！

こんにちは、⼋幡⻄⼦どもセンターです ＊電話・ＦＡＸ３３−０７０３

お正月もあっという間に終わり、１月もすぐに逃げていきます。寒い
中でも子どもたちは元気に３学期の学校⽣活を送っています。３学期は、
５０日程度の登校と短いですが、命の学習や学習参観、校内書き初め展
が実施されています。また、１月１７日(⾦）には、ＰＴＡのひびきあい
活動として演劇鑑賞が開催されました。劇団「あくろばっと☆カンパ
ニー飛天」さんによる『サスケ』が演じられ、ダイナミックな演技・パ
フォーマンスで子どもたちは大満足の９０分間になりました。

これから１年間のまとめの学期としてがんばります︕

３日(月) 交通安全・あいさつ運動
委員会

６日(木) １日入学・入学説明会
１０日(月) 校内版画展
１１日(火) 建国記念の日
１２日(⽔)・１３日(木)

５年ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｽｸｰﾙ
１４日(⾦) 交通安全・あいさつ運動
１８日(火) ４年 １／２成⼈式

６年ありがとうの会
学習参観

２１日(⾦) 学校評議員会
２３日(日) 天皇誕⽣日
２４日(月) 振替休日
２６日(⽔) ６年命の学習
２９日(土) 学校保健を語る会

桐 原 東 小 学 校 だ よ り ２月の主な行事予定
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桐 原 小 学 校 だ よ り 2

行事予定

［２月］
６日（木）一日入学・入学説明会

１７日〜２１日春の愛校作業週間
２７日（木）６年生を送る会
２８日（金）６年ありがとうパーティ
［３月］
６日（金）PTA環境整備部愛校作業

１１日（水）町別児童会
１８日（水）卒業式準備・給食終了
１９日（木）卒業式
２４日（火）修了式
３１日（火）離任式

心豊かでたくましく夢に向かって伸びる桐原っ⼦の育成
１月１４日（火）2年・5年・6年は命の学習を⾏いました。助産師の斎藤先

⽣に来ていただき、⽣まれてきた命を大切にしていかなければならないことを
教えていただきました。
１月２３日（木）の授業参観にご参観くださった保護者の皆様、ありがとう

ございました。
３年⽣では防災学習を⾏いました。⻘少年

育成学区⺠会議や⺠⽣委員児童委員等の皆さ
んの協⼒を得て、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。

２・３月の主な行事予定

５日（⽔）すくすく広場(⻫藤助産師さんの子育て相談) 乳幼児親子対象
８日（土）子ども広場（ダンス・ヨガ） 小学⽣対象

１２日（⽔）ハートtoハート（子育て相談・⾝体計測） 乳幼児親子対象
１５日（土）子ども広場（エコバックをつくろう） 小学⽣
２０日（木）きしゃぽっぽ（ふれあい遊び・わらべうた） １・２・３歳親子対象
２７日（木）きしゃぽっぽ（おひなさまつくり） 乳幼児親子対象

開館時間：９時～１６時４５分(12:00～13:00休館)、休館 日・月・祭日 クリスマスリース作り

寒い冬から春に向かう２月となりました。まだまだ雪が降ったり寒さが厳しい日があったりしますので、
体調管理に⼗分気をつけてください。特に、子どもたちは病気になるギリギリまで遊んでいることがありま
すので、早めに変化に気づき、休ませるなどの対応に心がけられるといいですね。
２月も⻄子どもセンターでは、乳幼児や保護者の⽅が楽しく過ごせるよう子育て⽀援に取り組んでい

きます。たくさんの⽅の来館をお待ちしています。

カップケーキをつくろう

＜２月の事業予定＞ 予約が必要な事業もあります


