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令和２年１２月１９日
（土）
１４：００〜１５：３０
桐原コミュニティセンター ２F 大会議室
Ŭ˺ǓǱȸǭưƓǋƯƳƠᲛųŬλئ૰ưƢᲛᲛ
ＱＲコード

ƝܼࡊưǮǿȸǛጀ፼ƠǇƤǜƔᲹ
ų
žƋƔǅƠƱǜƱǜſư౨ኧƠƯƶᲛᲛă

㊄ࠃ߁⨥ደࠃࠅ߅⍮ࠄߖ
ųૼǳȭȊǦǤȫǹƷӓளƷᙸᡫƠƕƭƔƳƍƨ
ǊŴ᩿࢘Ʒ᧓ƸǑƏᒧދƷ͵ǛᙸӳǘƤǇƢŵ
ϐƷᨥƴƸŴǇƪңƩǑǓƴƯƓჷǒƤǛƞƤƯ
ƍƨƩƖǇƢŵ

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI

ႆᘍᲴఘҾܖғңǇƪƮƘǓңᜭ˟
ዮѦ࠼إᢿ˟
3131

ἰỶἜὅἢὊỽὊἛỉ
ЈࢌဎᛪἇἯὊἚửᘍẟộẴὲ

ἿἕἏὉἋἘἻ
ἁἼἋἰἋἅὅἇὊἚ

ἸὊἓἷὊἨἾἕἋὅڼỜộẲẺẂ

͔ൌɌϪϩৼ͕

ఘҾǇƪңƩǑǓ υφ

द ɯɠɧȻɎɎɈɎɐɎɐȻȻɡɜɳȻɎɎɈɎɐɑɔ

日時：令和３年 １月１６日（土）
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場所：桐原コミュニティセンター
つどいの広場
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今年度の『桐原学区福祉のつどい』の
中止に伴い、代替え事業として『見守りふ
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れあい事業』を実施させていただくことと
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なりました。学区在住の７５歳以上の方を
対象に、メッセージカードを添えた除菌ス
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11 月 2 日、東町の株式会社陽（ひなた）様に、
バクタークリーンによる桐原コミセン 1 階と大会議室
の除菌をご厚意で実施していただきました。バクター
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●お問合せ先… 市民課 ３６−５５００

新型コロナウイルスが広がる中、感染者に対する様々な差別が報道さ
れています。これらの差別を引き起こす差別意識を私たちが見つめ直す
きっかけになればと啓発標語のぼり旗を作りました。桐原学区の各自治
会および関係機関に配布いたします。
桐原学区協働まちづくり協議会 人権推進部会

※１２月中に各自治会の担当民生委員が
配布させていただく予定ですが、地域によっ
ては１月以降の配布になる可能性がござい
ますのでご了承ください。
桐原学区
社会福祉協議会
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11 月17 日、赤十字奉仕団桐原分団の皆さ
んにコミュニティエリアの外周の草刈りを実施
していただきました。11 月とは思えないような

クリーンは専用の機械で人体に無害な溶剤を噴霧し

暑さの中、広範囲にわたり除草作業をしてい

除菌を行います。効果は約３か月間持続されます。

ただきました。皆さん長時間の作業お疲れさ

陽様ありがとうございました！！

までした。ありがとうございました！！
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プレーを配布させていただきます。

冬期休館について

１２月２７日（日）〜１月４日（月）
上記の間、休館いたします。
桐原コミュニティセンター

〈2020年10月30 日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,338 人 ( 桐原小学校区 9,679 人・桐原東小学校区 8,659 人）
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①１２月１６日（水）
② １月２１日（木）

10 月10 日、サン · ビレッジに
て開催された第 50 回近江八幡市
スポーツ少年団大会にて団体戦で
優勝、個人戦におきましても４年
生以下、５年生、6 年生シングル
スでも優勝しました！
土日の午後から桐原東小学校
の体育館にて練習しています。
さらなる活躍を目指して頑張り
ます！！

※受付時間はどちらも
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今年度、6 年生は泊を伴う修学旅行はできませんでしたが、国民休暇村での
イカダ体験、奈良・安土での歴史学習を行いました。また 1 年生は河辺いきも
のの森へ、2 年生は大凧会館とブルーメの丘

１０：００〜１２：００
１４：００〜１６：００

【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。
【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
【お問合せ】
近江八幡図書館 ３２−４０９０

TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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へ、3 年生は消防署と琵琶湖博物館、4 年
生は高取山でのやまのこ学習、5 年生は牛舎
と大津方面に出かけました。とても有意義で
ൟ˞ୗǤǫȀ˳᬴Ტ࠰ဃᲣ

楽しい秋の日を過ごすことができました。

桐原東小学校だより
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4日
（金）3年6年日本フィル演奏会
８日
（火）5年食育教育
９日
（水）5年フローティングスクール
１９日
（土）きりっこ食堂
２１日（月）給食終了
２２日
（火）学級懇談会・秋の作品展
２５日
（金）2学期終業式
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２学期後半になり、校外学習をはじめ、講師やボランティアの方にお世話になっての学習や体験的な活動も少しず
つ実施できるようになりました。
自分自身が体験することや、様々な経験を重ねてこられた方のお話や思いを知ること、読書ボランティアさんによる
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桐原幼稚園は令和３年３月に閉園します。10 月17・18 日には
桐原幼稚園で園舎開放が行われ、パネル展示や写真の展示など
が行われました。現在、その展示の一部（メッセージパネル・
開園当時の集合写真・体操服など）を桐原コミセン 1 階ロビー
に展示しています。コミセンを訪れる方々に懐かしい気持ちでご
覧いただいています。しばらくの間展示を行いますのでご来館の
際はぜひゆっくりとご覧ください。
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絵本の読み語りを聞くことなどは学習の幅を広げます。生け花や校舎内外、図書室などの環境整備をしてくださるボラ
ンティアさんの活動も学校に潤いを与えていただけるものです。そういった中で、人や物を大切にする気持ちを育み、
目標に向けてこつこつ取り組むことを大切にしてほしいと願っています。しかし、日常生活に目を向けると、見直してい
きたい課題がたくさんあるのも事実です。
１２月は、社会全体でも人権月間や人権週間として、一人一人の人権をじっくり考えていこうという月です。これを一つ
の機会に、学校全体で日々の生活を振り返っていきたいと考えています。
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１０月２３日、近江八幡運動公園にて『第３ブロッ
ク老人クラブスポーツ大会』が開催されました。近
江八幡市・竜王町・日野町の老人クラブから参加
者が集まりグラウンドゴルフを実施する予定でした
が、雨天のため内容を変更し、体育館内でホール
インワン競争を実施しました。桐原学区から参加さ
れた、白澤貞美さん（緑町）が４位という好成績を
収められました。おめでとうございます！！
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10 月は運動遊びや大根の種まきをしました。センターに遊びに来た親子が、少しずつ生
長する大根の様子を見られています。11 月は親子リトミック、離乳食期の食育の話や相談、
カンガルー広場（お母さんたちの集まり）でのお散歩などを実施しました。
12 月も下記の事業を予定しています。友だちや親子が一緒に楽しい遊びの時間を過ごしていただける
よう、皆様のご来館をお待ちしています。
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５日（土）子ども広場（サッカー教室） 年長〜小学３年生対象
９日（水）きしゃぽっぽ（クリスマスリース作り）乳幼児親子対象
１２日（土）子ども広場（スノードームづくり） 小学生対象
１６日（水）ハート to ハート（育児相談・身体計測）乳幼児親子対象
１９日（土）子ども広場（大掃除） 小学生対象

