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日時：１２月１３日（日）９：１０スタート
集合場所：桐原コミュニティセンター前
対象：
【第１部】小学校１〜３年生（2.2ｋｍ）
【第２部】小学校４〜６年生（3.1ｋｍ）
コース：桐原コミュニティエリア外周
申込締切：１１月２８日（土）
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お申込みは桐原コミセン（３３−３５３５）まで！
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日時：１１月２５日（水）１０：００〜１２：００
場所：桐原コミュニティセンター／定員：１０名
参加費：３００円／受付：１１月１０日９時〜

ႆᘍᲴఘҾܖғңǇƪƮƘǓңᜭ˟
ዮѦ࠼إᢿ˟
3131

ఘҾǇƪңƩǑǓ υυ

द ɯɠɧȻɎɎɈɎɐɎɐȻȻɡɜɳȻɎɎɈɎɐɑɔ

１０月１８日、今年度の『ふ
れあいジョギング』がスター
トしました。
ふれあいジョギングは、各
自が自宅からジョギングまた
はウォーキングで桐原コミュ
ニティセンターまで来ていた
だく事業です。ご自分のペー
スで無理なく参加していただ
けます。今年は受付時の消毒など、感染症対策を行いながら
実施します。
１２月１３日まで毎週日曜日に開催します。ご家族や近隣の
方とご一緒にぜひご参加ください。
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１０月１８日・２５日、１１月１日・８日・１５日・２２日・２９日、
１２月６日・１３日…計９回開催します。
（毎週日曜日です。
）
※当日は、７：３０〜８：３０の間に受付を行います。
※５回以上参加された方に、最終日に記念品をお渡しします。
※体調の悪い方は参加をお控えください。
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省エネ・脱 CO2 まちづくりの一環
として、７月から取組みました段ボー
ルコンポストも終盤になりましたので、
新米交換を下記の通り実施します。
【交換日時】
１１月４日（水）〜１１月１２日（木）
１０時〜１６時
【場 所】桐原コミニュティセンター
①現在取り組んでいる段ボールコンポ
ストを桐原コミセンにご持参下さい。
②受付をして、段ボールコンポストと
新米を交換させて頂きます。
③交換内容…段ボールコンポスト２箱で
新米５ｋｇ、 同１箱で新米２ｋｇ
※お問合せは桐原コミセンまで
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心配ごと相談窓口

☆１１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

〈2020年9月30 日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,328 人 ( 桐原小学校区 9,678 人・桐原東小学校区 8,650 人）
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令和 2 年度は新型コロナウィルス感染予防対策もあり
開催できない事業等もありますが、中小森自治会では、
ごみゼロ大作戦・草刈り・カーブミラーの清掃点検・各
種改修工事等に取り組んでまいりました。その中からい
くつか写真を掲載させていただきます。
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近江八幡市立

桐原幼稚園

澄みきった青空の下、
園庭では元気に子どもたちが遊んでいます。
9 月の終わりに経験した運動会での自信をもとに、縄跳びや鉄
棒に挑戦したり、友だちと協力したりして遊びを盛り上げる姿がみ
られます。
１１月にはたくさんの行事がある中、今まで以上に友だちと一緒
に遊ぶ楽しさを知り、
笑顔いっぱいで取り組んで欲しいと思います。

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
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新型コロナウイルス感染防止のため、
今年度の
すこやかランドは中止させてもらいます。
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①１２月１６日（水）
② １月２１日（木）
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朝晩は涼しくなり、秋の深まりを感じるようになってきました。所庭に出るとトンボやバッタ
など虫探しをしたり落ち葉を拾って集めたり、自然との触れ合いを楽しんでいる子ども達です。
１０月は、わくわくカーニバル（運動会）での体操や遊びを、異年齢の友達と一緒に楽し
みました。
「おもしろいな〜」
「もう１
保育所で遊びませんか？お気軽にお越しください。
回しよう！」と、友達と遊ぶ楽しさ
日 時 １１月１０日
（火）
１０時〜１１時まで
を味わいながら、元気いっぱい体を
１２月１５日
（火）
１０時〜１１時まで
動かしました。
１月１２日
（火）
１０時〜１１時まで
お問い合わせ TEL ０７４８−３３−４４５７
１１月も、秋の自然を感じながら遊
＊新型コロナウイルス感染症予防対策のため、
びを盛り上げていきたいと思います。
予定が変更になる場合もあります。
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１０月１７日・１８日、桐原幼稚園にて園舎
の一般開放が行われました。桐原幼稚園は今
年度いっぱいで６３年間の歴史に幕を下ろしま
す。思い出が詰まった園舎にお別れと感謝の
気持ちを伝えにたくさんの人が訪れました。
竣工時の写真や、
卒園文集、
パネル作品など、
懐かしい展示品の数々に、来場者の皆さんも
和やかに語らいながら観覧しておられました。
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１０：００〜１２：００
１４：００〜１６：００

【お問合せ】
近江八幡図書館 ３２−４０９０

９月１７日（木）本校第３９回体育大会が開催されました。生徒会で決めた大会テーマ「雲外蒼天」は「試練を乗り越えていき、努力し
て乗り越えれば快い青空がのぞめる」という意味で、まさしくコロナ禍で取り組みや大会の開催が困難だと言われた中で、みんなで知恵
を出し合って、今年の体育大会のやり様を検討して、何とか無事に開催することができました。密を避けるために毎年よりも小分けにし
て編成された６つの団では、３年生のそれぞれのクラスの団責任者、演技責任者などのリーダーが大活躍し、団運営を行いました。
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【対象】
市内にお住まいの方、または
市内に通勤・通学されている方
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【持ち物】
名前・住所が確認できるもの
（免許証・保険証・学生証など）
※小学生以下は不要です。
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第３９回体育大会を開催

※受付時間はどちらも
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１０月３日〜１１日の間近江八幡運動公園野球場にて開
催された『近江八幡市スポーツ少年団交流大会』におい
て、ホワイトコンドルスポーツ少年団が優勝しました！！
皆さんおめでとうございます！！
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