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４月は各団体の総会が予定されております。コロナウイルスの
状況により変更になる可能性もございますのでご承知ください。

●桐原学区市民運動会
日時：令和２年１０月 ４日
（日）
（予定）
場所：八幡西中学校グラウンド
●桐原学区民文化祭
日時：令和２年１１月 １日（日）
（予定）
場所：桐原コミュニティエリア内
●桐原学区福祉のつどい
日時：令和２年１２月１３日（日）
（予定）
場所：桐原コミュニティエリア内 桐原っ子ホール
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため３月は中止さ
せていただきました。４月の開催につきましては第４金曜
日のみの開催を予定しておりますが、状況により中止させ
ていただく可能性もございますのでご承知ください。
◎どなたでもご参加いただけます！お気軽にお越しください♪
◎ボランティアさんお手製の美味しい昼食をどうぞ！
（１食５００円）
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●４月 ３日（金）20：00 自治連合会総会
●４月１１日（土）20：00 スポーツ振興協会総会
●４月１５日（水）20：00 男女共同参画推進協議会総会
●４月１６日（木）20：00 環境推進協議会総会
●４月１８日（土）10：00 文化振興協会総会
●４月２２日（水）20：00 人権尊重のまちづくり
推進協議会総会
●４月２４日
（金）20：00 青少年育成学区民会議総会
●４月２５日（土）20：00 社会福祉協議会総会
●４月３０日（木）20：00 まちづくり協議会総会（予定）
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４月１日から、令和２年度がスタートします。
各自治会で昨年度末に選出された自治会長の皆さんを紹介いたします。
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国内外にて猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大予防として、３月に桐原
学区内で開催を予定されておりました事業（桐原ふれあい会・グラウンドゴルフ大会・
きりっ子食堂・金よう茶屋・親子プレイステーション）は全て中止とさせていただき
ました。関係者および参加を予定されていた皆様には心よりお詫び申し上げます。
また、４月以降の事業に関しましても、状況によっては中止になる可能性もござい
ますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
暖かい気候になりましたが、今後も引き続き手洗い・うがい等を励行し、感染予
防に努めましょう。
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〜感染予防のために〜
●せっけんでこまめに
手を洗いましょう。
●うがいを行いましょう。
●不要不急の外出は
なるべく控えましょう。

市指定ごみ袋 コミセンで販売中！
●燃えるごみ（大）２５０円
●燃えるごみ（小） １５０円
●燃えないごみ
１３０円

〈2020 年２月28 日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,299 人 ( 桐原小学校区 9,611 人・桐原東小学校区 8,688 人）
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TEL：0748-33-3535
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昨年７月２５日に、桐原学区協働まちづくり協議
会は『省エネ・脱 CO２のまちづくり宣言』を行い、
昨年度は滋賀県地球温暖化防止推進センターと共
同で様々な活動を行いました。
今年度も引き続き、環境を守るための事業を行っ
ていく予定です。
その活動の一つとして、段ボールコンポストを利
用した生ごみの堆肥化活動を推進したいと考えてい
ます。焼えるごみの約３分の１を占める生ごみをリ
サイクルすることで、焼却時のエネルギー削減や
CO２削減に繋がります。
より多くの方に手軽に楽しく堆肥化づくりにチャ
レンジしていただけるよう、講習会を開催する等、
学区の皆様への普及活動に取り組みたいと考えて
います。今後ともどうぞご協力よろしくお願いいた
します。
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3７か月という長い間仕事をさせて戴きましたが、団体役員を筆頭に全学区民のご理解
とご協力に励まされた日々を積みつつ今日に至りました。改めて心より御礼申し上げます。
加えてまち協職員が縁の下の力持ちとなって協働まちづくり協議会事業に尽力してくれた
ことが大きな力となりました。
そして、学区民の誰もが自身の本業を懸命にご尽力される一方で、地域発展のために
まち協事業の目標具現化に向け強い意志のもと自分自身の個人的時間をボランティア事
業に充てていただきました。この気高い行動力を目の当たりにする度に私自身の行動を
省みざるを得ない刺激の強い日々でもあったかと思います。
地球環境は苦境に陥っております。本年度から始まった「省エネ・脱 CO２まちづくり
事業」が次世代のために確実に実践され、地域環境の良化とともに近江八幡史に燦然と
輝くことを願って退任の挨拶とさせていただきます。

TEL ３３-３６３６
FAX ３３-３１９０
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3 月は一年間の総まとめの月であり、次の新たなスタートに向けての気持ちを持つ時
期でもありましたが、新型コロナウイル
≗உ↝ɼ↙ᘍʙʖܭ
スの蔓延防止の関係で、春休みまで学
８日 入学式・新任式・始業式
校を休校することになりました。3 月
１０日 ２年以上給食開始
19 日、卒業式だけは 6 年生と保護者
１４日 町別児童会・集団下校
のみで実施することができました。卒
２１・２２日 検尿
業生からの出し物もあり、とても素敵
２４日 PTA総会・授業参観
（社会情勢により変更もあり）
な思い出に残る卒業式となりました。

桐原東小学校だより ߏතᬺ߅ߢߣ߁ߏߑ߹ߔ
新型ウイルス拡大防止のための休校等については、地域の皆さまにもご迷惑をおか
けしております。心配しておりました卒業証書授与式は、３月１９日（木）に卒業生・保護
者と私たち教職員で、厳粛な雰囲気の中で行われました。
式は、時間短縮の構成でしたが、卒業生一人ひとりが小学校の思い出や将来の夢を
証書授与の時に大きな声で堂々と発表し、母校との別れ
を惜しみ、これからの未来への決意を新たにしました。
巣立ちゆく１０５名のみなさん、ご卒業おめでとうございます。そしてこれからの活躍を大
いに期待しています。頑張ってください！
地域の皆様には、この一年間、子どもたちの登下校時の見守りや学習支援にご協力をい
ただき、本当にありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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＊電話・ＦＡＸ３３−０７０３

３月にもたくさんの事業を計画していたのですが、新型コロナウイルスにより実施することができませんでし
た。事業参加を楽しみにしていてくださった皆様や職員にとって、とても残念なことでした。このウイルスがい
つ終息するかが不透明な中、４月の子どもセンターの事業は、自由来館と子育て相談のみの実施とします。ウ
イルス感染抑制に向けての取り組みに努めながら、子育て親子や児童生徒の集える居場所を提供していきます。
※開館時間：９時〜１６時４５分（閉館１２時〜１３時） 日・月・祝日は休館です。
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１７日（金）ハート TO ハート（子育て相談） 乳幼児親子
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節分のお面作り

・こいのぼり作り・新聞紙遊び・応急手当について・ベビーマッサージ・サッカー教室・手作りおやつ

菅原

昭

事業の予約等、詳しくは西子どもセンターまでお問い合わせください。

