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西中の教室にすだれを設置しました

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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八幡西中学校の教室には冷房の機器が設置されてい
ますが、コロナウイルス対策で夏場も換気を行う必要が
あり、例年よりも冷房が効きにくいことが予想されます。
少しでも快適な環境で勉強ができるよう、教室の窓にす
だれを設置しました。北里まち協・桐原まち協・桐原自
治連合会が費用の一部を補助させていただきました。
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桐原コミュニティセンターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月・５月と貸
館を休止しておりましたが、緊急事態宣言の解除を受け、６月から貸館を再開しております。
しかしながら現状はまだまだ油断できず、今までと全く同じ使い方をしていただくことは困
難な状況であるため、しばらくの間貸館のルールを変更させていただきます。

ʻࢸỉᘍʙʖܭ

ဃắỚؚᏄ҄ᜒ፼˟
ʻ࠰ࡇƸᐯ˟ƝƱƴӋьଐƕൿǇƬƯƍǇƢŵ
ᛇኬƸμৎᣐࠋȁȩǷǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
●７月１８日
（土）
１０：００〜 北中小森 / 大森町 / 日吉野町 / 日吉野東
●

〃

１４：００〜 堀上町/八木町/八木町桜ヶ丘 / 中小森町

●７月２５日
（土）
１０：００〜 五月 / 日吉野町幸橋
●

〃

１４：００〜 白鳥町 / 若宮町

●８月 １日
（土）
１０：００〜 竹町 / 東町 / 池田本町 / 池田本町住吉
池田本町虹の町 / 川原町 / 安養寺町

●

〃

１４：００〜 安養寺町下の水所 / 篠原町 /上野町

●

〃

１４：００〜 益田町 / 森尻町 / 赤尾町 / 新中小森
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各家庭で不要な食品が無いか各自治会
に呼びかけたところ、缶詰・乾麺・サラ
ダ油・レトルト等、計２０5 点の食品が集
まり、６月５日にフードバンクびわ湖に寄
付をさせていただきました。これらの食品
は、フードバンクびわ湖を通じて必要とさ
れているご家庭に配布されます。
皆様ご協力ありがとうございました。
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●８月 ８日
（土）
１０：００〜 古川町 / 新古川 / 光が丘 / 緑町 / 柳町
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安養寺町自治会
安養寺町下の水所自治会
中小森町自治会
中小森町新中小森自治会
池田本町虹の町自治会
五月自治会
緑町自治会
古川町光が丘自治会
上野町自治会
柳町自治会
日吉野町自治会
老人クラブ連合会

心配ごと相談窓口

☆７月２２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5 月29 日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,247 人 ( 桐原小学校区 9,625 人・桐原東小学校区 8,622 人）
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KIRIHARA MACHIKYO DAYORI

ẨụẾẮẻợụ 桐原幼稚園
少年補導員の皆さん

ཡๆΩΠυȜσঔಎȊ
今年度から、青色回転灯自動車での自
主防犯パトロールを実施しています。桐原
学区内の各種団体が交代で巡回し、地域
の安全を見守ります。
少年補導員
スポーツ振興協会
環境推進協議会
青少年育成学区民会議
民生委員児童委員協議会

５月２５日から短時間保育が始まり、幼稚園での過ごし方を思い出しつつ、本格的に６月より幼
稚園が再開され、元気いっぱいの子どもたちの姿が戻ってきました。
園庭を走りまわって虫を見つけたり、砂場で山作りやお店屋さん
ごっこをしたり、大縄跳びをしたり、先生
ẂഏׅỉẴẮởẦἻὅἛỉấჷỤẶẂ や友だちとみんなで遊ぶ楽しさを思う存分
桐原幼稚園運動会の招待レースについて
に経験している子どもたちです。
は、新型コロナウィルスの感染予防のた
コロナ対策として、手洗い・うがい・
め、内容を検討し後日桐原幼稚園のホーム
消毒など丁寧に行いながら元気に園生活
ページにてお知らせさせていただきます。
を過ごしていきたいと思います。

ఘҾ̬Ꮛẻợụ

交通安全協会
人権推進部会
スクールガード
自治連合会
あさぎり会
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暑い日がやってきましたが、子ども達は元気いっぱい。天気のいい日は、所庭で体をいっ
ぱい動かして遊んでいます。鉄棒やうんていに挑戦したり、砂場では花びらを使って色水
遊びやごちそうづくりをしたり、虫探しをしたりしています。
６月は参観があり、保育所での子ども達の様子を見て頂いたり、
保育者やお家の方と一緒にふれあい遊びを楽しんだりしました。
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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

近江八幡市立
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６月１５日、桐原コミュニティエリア南西
に設置されたパトライトの点灯式が開催さ
れました。パトライトは４月に設置されまし
たが、新型コロナウイルス感染予防のため
式典は延期となり、今回開催することとな
りました。コミセン大会議室にて式典が行
われた後、パトライトの点灯を行いました。
その後は桐原小学校の児童たちの下校を
見守り、交通安全の啓発を行いました。
今後も安全に気を付けて運転しましょう。

２・３号認定
（保育園）
１号認定
（幼稚園）

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

12 名 12 名 12 名 18 名 18 名 18 名
−

−

−

40 名 45 名 45 名
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῍ẨỤẨỤ࠼῍ئ
保育所で遊びませんか？お気軽にお越しください。
日 時
７月１４日
（火）
１０時〜１１時まで
お問い合わせ TEL ０７４８−３３−４４５７
＊新型コロナウイルス感染症予防対策のため、
予定が変更になる場合もあります。
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コロナに負けるな！西中生
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地域の応援に感謝して頑張ります！ųƦǜƳɶưŴ؏עƷႏƞǜƔǒᙱɶဃƷƨǊƴŴ࣎ภǇǔૅੲǛƠƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
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地域の皆さん！ありがとうございました。

