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桐原コミュニティエリア南西側の交
差点にパトライトが設置されました。
横断者が通るとセンサーが反応して
回転灯が点灯します。小学生の通学
下校時の通行車両への注意喚起に繋
がります。今後も引き続き交通安全
を心がけましょう。
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ᾄஉỉ͵ỊẆɶഥẲộẴẇ
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、５月の開
催につきましては中止することとなりました。６月以降も
状況により中止させていただく可能性がございますので
ご承知おきください。
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ᾄஉỉ͵ỊẆɶഥẲộẴẇ
６月以降も状況により中止させていただく可能性が
ございますのでご承知おきください。

コロナウイルスの感染拡大に伴う
事業・総会等の中止について
４月に開催を予定しておりました事業はすべて中止とさ
せていただきました。また、総会につきましても、多くの
団体が開催を見合わせ書面による議決を行いました。
５月以降につきましても、右記の事業は中止とさせて
いただきます。今後の事業も感染拡大状況によりまして
は中止・変更を行う可能性がございます。ご理解ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。
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陽春の候、 平素は、桐原学区自治連合会の活動に格別の

会 長

ご理解を賜り厚くお礼申し上げます。

副会長

この度、令和 2 年度桐原学区自治連合会会長に選出され

〃

ました、五月自治会の松岡静司です。桐原学区自治連合会長

〃

として 3 期目を務めさせていただくことになりました。
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ɶഥẲộẴẇ
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止するこ
ととなりました。６月以降も状況により中止させていた
だく可能性がございますのでご承知おきください。

会 計

本自治連合会の目標である「幸せ」
「豊かさ」
「活力」ある学区づくりに、

監 事

またこれからの少子高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者をはじめ子どもの

〃

見守りを、住民の皆様の絆を大切に、安心して、楽しく、暮らせる地域にし

理 事

ていくことにより一層努力していく所存でございますので、今後とも皆様のお

〃

力添えをいただきたくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

〃

現在、世界中で蔓延している新型コロナウイルス感染症、皆様においても国・

〃

松岡 静司
斎藤 辰美
石倉 篤
森中 隆一郎
深川 章人
石井 学
平井 薫
北川 昇
野々村 静雄
岩田 勇
北川 豊

五月
堀上町
川原町
中小森町
益田町
池田本町住吉
白鳥町
東町
安養寺町
日吉野町東
森尻町

県・近江八幡市の感染拡大予防対策の一人ひとりの行動自粛「不要不急の
外出を控える・3 密（①換気の悪い密閉空間、
②多数が集まる密集場所、
③間近で会話・発声する密接場面）を避ける」を
守っていただき、早く収束できるよう、今、みんなが耐える期間です。しかし家に閉じこもっているばかりでは健康に悪く、
晴れた日には外へ出て、日光に当たる事、散歩や体操をしていただき体力をつけることが大事です。
また家の中でもできる事を見つけてください（整理整頓・読書・体操等）
。一人ひとりが自覚し、今までの考えを見直すい
いチャンスと前向きに考えていただき、戻ってくる明るい生活をみんなで考えましょう。自治連合会としても、将来を見据えて、
今できる事を皆様と一緒にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。
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心配ごと相談窓口

☆５月２７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3月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,224 人 ( 桐原小学校区 9,603 人・桐原東小学校区 8,621 人）
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新緑の候、桐原学区の皆様におかれましては、ご健勝でお過ごしのことと存じます。
4 月1日より、桐原コミュニティセンター長に就任いたしました馬場清一と申します。
前任者の菅原 昭センター長が桐原学区のまちづくりに多大なる貢献をされてきたことを念頭に置
き、桐原学区の目標である「しあわせ・豊かさ・活力」のあるまちづくりに、11 年間役員として、
また 4 年間会長をさせていただいた経験を活かし、これからの桐原学区まちづくりに更なる貢献が出来るよう、奮闘
努力を重ねてまいります。
さて、就任以前の 3 月より新型コロナウイルスの影響で、学校の休校が始まり、まちづくり事業にも影響が出始め、
コミセンで行われる各種の事業や年度末の総会等が次々と中止になりました。
また、4 月 7 日に市内で初めての感染者が出て、8 日以降学校の休校延長や、コミセンの貸館停止・コミセンで
の事業停止・運動施設の利用禁止等市民生活に多大なる影響が出てきましたが、各種団体の方々や各自治会の役員・

新学期が始まり１ヶ月が過ぎました。友達と一緒に園庭を元気いっぱい走り回った
り、砂場ではごちそう作りをしたりと子ども達の笑顔もキラキラ輝いています。
先月は「春の自然に触れてあそぼう！」をテーマに「こどもフェスティバル」という
週間を持ちました。草花を使って、ケーキやご
ちそうを作ったり、みんなで大きなこいのぼりを
作ったりして、友達とたくさん触れ合いながら楽
しく過ごしました。
今年度も “自分が好き、友達が好き、保育所大好き” を合言葉に、子ども
達の心と体の健やかな成長を願って取り組んでいきたいと思います。地域の皆
様のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いします。

選出された各委員の皆様のご協力により開催することが出来ない各種団体の総会や、まちづくり協議会の年度初め総

ẨụẾẮẻợụ ᾄஉ

会を書面による審議と議決をしていただいた事に対し感謝を申し上げます。

近江八幡市立桐原幼稚園

令和 2 年度の事業は、当初の計画通りに進まない事や、見直し・中止等大きな変更をせざるを得ない状況が見込
まれますが、まちづくり協議会の事務局職員の皆さん共々学区の更なる発展に努めてまいりますので、ご指導ご鞭撻
のほど宜しく願い申し上げます。
令和 2 年 4 月吉日
第 7 代センター長
馬場 清一
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令和２年度は、生ごみ堆肥化活動をさらに推進するため、各自治会にご協力いただき、より多くの
方に堆肥づくりに取り組んでいただけるように講習会の開催を予定しております。お花や畑の肥料とし
て使えるだけではなく、堆肥を使用されない方も、新米と交換できるといった特典も用意しています。

春の風が気持ちよい季節になりました。進級した 4.5 歳児は、新しいクラスの友達と久
しぶりに出会い楽しく話しをしたり、好きな遊びをしたりして、楽しく過ごす姿が見られま
した。入園してきた３，４歳児もドキドキ・ワクワクしながら入園式に参加してくれました。
少しずつ環境に慣れて、にこにこ笑顔が増えてほしいと思います。
今月は散歩に出かけたり、戸外で元気に遊ん
だりしたいと思います。
ẂẴẮởẦἻὅἛỉấჷỤẶẂ
これからも地域の皆様の見守りの中、のびのび
当分の間はお休みです。
と成長してほしいと願っています。
また楽しみに待っていてくださいね。
よろしくお願いいたします。
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※回覧の予告チラシもご覧ください。
※開催日時が決まり次第、改めて応募チラシを配布いたします。
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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

᷾ᾱᾒᾗ৲έᾳᾹ῁¡ᾱᾒᾗᾎᾭᾆᾄ῁¡ᾱᾒᾗὼᾢᾆᾄ῁᷾

「令和２年度の始まりにあたって」 οࠪᙱɶܖఄᧈųʞߢųࢀᢊ
ųእƸŴஜఄƷᏋѣƴКƷƝྸᚐ
ƱƝૅੲǛងǓŴҽƘƓᅇဎƠƋƛǇƢŵǇ
ƨŴƜƷࡇƷܖఄ˞ఄƴ᧙ƠǇƠƯƸ˴ƔƱ
ƝңщƍƨƩƖƶƯज़ᜓဎƠƋƛǇƢŵ
ųƜƷᲮஉƔǒοࠪᙱɶܖఄᧈƴ˓ݼƠǇ
Ơƨųʞߢ ƝƠǇ ࢀᢊ ƻǖǈƪ ưƢŵƲ
ƏƧǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ
ųƞƯŴஜఄƷఄƸž፦ƠƘဃƖǔſư
Ƣŵ
ž፦ƠƘဃƖǔſƱƸƲǜƳဃǛᡛǔ
ƜƱưƠǐƏƔŵλࡸܖưƸഏƷǑƏƴᛅ
ƠǇƠƨŵ

ž፦ƠƘဃƖǔſƨǊƴႏƞǜƴॖᜤƠƯဃƠƯǄƠƍƜƱ
ųɟƭႸƸŴ
žƋƍƞƭſưƢŵᐯЎƔǒžƓƸǑƏſǍžƜǜƴƪƸſƷᚕ
ᓶǛᚕƬƯǈǇƠǐƏŵ
ųʚƭႸƸŴ
žӐƩƪƷƜƱǛᎋƑǔſưƢŵƲǜƳƱƖǋɟࡇᇌƪഥǇƬ
ƯŴႻƷൢਤƪǍᇌئǛᎋƑƯǈǇƠǐƏŵ
ųɤƭǊƸŴ
žƚơǊǛƭƚɟဃভԡƴſưƢŵᘺǍ᧓ŴᢂƼƱܖ፼ƚơ
ǊǛƭƚŴܖ፼ǍᢃѣŴဃࢻ˟ѣǍܖఄᘍʙƴɟဃভԡƴӋьƠǇƠǐƏŵ
ųƜǕǒƷƜƱǛܱᘍƠƯƍƚƹŴእૣƳؾưൢਤƪǑƘܖఄဃƕᡛ
ǕŴܖ፼ȷᢿѣȷܖఄᘍʙƕΪܱƠƨǋƷƴƳǓŴƖƬƱž፦Ơƍசஹſ
ƕƚƯƘǔƱ࣬ƍǇƢŵǈƳƞǜɟʴƻƱǓƷᘍѣƕᲬᲪᲬᲪ࠰ࡇƷο
ࠪᙱɶܖఄǛƞǒƴǑǓᑣƍܖఄƴƠƯƘǕǔƜƱǛࢳƠƯƍǇƢŵ

ųǇƩƜǕƔǒǋɧܤƳ
ଐŷƕዓƘƜƱƕ࣎ᣐƞǕ
ǇƢƕŴ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠ
Ƴƕǒ܇ƲǋƴƱƬƯܤμư
࣎ܤƳܖఄဃƕᡛǕǔǑ
ƏƴŴ
ưƖƏǔݣሊǛӕǓƳ
ƕǒᏋѣǛᡶǊƯƍƖ
ƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ˴Ɣ
ƱƓɭᛅƴƳǓǇƢƕŴоᇌ
ᲭᲳ࠰ႸƷʻ࠰ࡇǋƲƏƧǑ
ǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

