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ヨシ灯りづくり

ဃắỚؚᏄ҄ᜒ፼˟ 会場：桐原コミセン
●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

●８月 ８日
（土）
１０：００〜 古川町 / 新古川 / 光が丘 / 緑町 / 柳町
●

〃

１４：００〜 益田町 / 森尻町 / 赤尾町 / 新中小森
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日時：８月８日
（土）
２０：００〜
（１０分間）
場所：桐原学区内
※場所の詳細は内緒です♪
※ご自宅の近くでご覧ください。
※小雨決行、荒天の場合は中止です。
桐原学区協働まちづくり協議会
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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
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日時：８月８日
（土）９：００〜 １２：００
場所：桐原っ子ホール
対象：小学生以上（小学校３年生以下は保護者同伴）
参加費：無料／持ち物：ゴム手袋または軍手
定員：２４名／申込受付中！（桐原コミセン 33-3535）

͔ൌɌɎϯৼ͕

前年度からスタートした『省エネ・脱ＣＯ２のまちづくり』の一環として、今年

度は、段ボールコンポストを使った生ごみ堆肥づくりに学区全体で取り組みます。
７月１８日から毎週土曜日の午前午後（計８回の予定）
、各自治会から参

加者を募り『生ごみ堆肥化講習会』を開催しています。市民・生ごみ再生
プロジェクトの皆さんを講師に迎え、前半に昨今の環境問題について学び、
後半には段ボールコンポストの作り方を学びました。厚めの段ボールを組立
てて、中に材料となるピートモス・燻炭・米ぬかを入れて混ぜるとバクテリ
アが生ごみを分解し良質な肥料ができ上がります。
また、基材の半額補助制度や、堆肥を新米と交換できるキャンペーンに

ついての説明もあり、気軽に楽しみながら取り組んでいただける特典を紹介
していただきました。
８月２２日（土）には、フォローアップ講座の開催を予定しています。実

践する中で困っていることや心配なことなどの意
見交換を行い、上手に堆肥化するコツをアドバ
イスいたします。皆様のご参加をお待ちしており
ます！
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日時：① ８月２２日（土）１０：００〜
②
〃
１４：００〜

場所：桐原コミュニティセンター 大会議室
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１０月４日（日）に開催を予定しておりました『第６４回桐原学区市民運動会』は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため中止させていただくことを決定いたしました。大変残念ではございますが何卒ご承知くださいま
すようよろしくお願い申し上げます。
※１１月１日開催予定の文化祭につきましては９月号でお知らせさせていただきます。
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コミセン夏季休館日のお知らせ

８月１３日（木）〜８月１７日（月）

上記の期間は休館させていただきます。
桐原コミュニティセンター

〈2020年6月30日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,271人 ( 桐原小学校区 9,633人・桐原東小学校区 8,638人）
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今年度の総会は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のた
め、書面による決議を行い、
平成３１年度の活動報告・会
計報告、令和２年度の活動計
画・予算および役員改選につ
いて、賛成多数ですべて承認
されました。
また、通学路および危険個
所の草刈り・カーブミラー清
掃につきましては、本年度は
中止することになりました。
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交通安全の啓発活動として、6 月 30 日から7 月 2
日の間、桐原コミュニティセンター来訪者の多くの方
に交通安全への願いをこめた啓発文を七夕飾りの短
冊に書いていただきました。
その後、
学区内の主要箇所（コミュニティセンター、
管内の駐在所）に設置しました。
また 6 月 30 日からあおり運転に関する道路交通
法が一部改正され施行されました。学区民の皆さん、
交通事故等には充分気を付けましょう！！

࣎ᝅƔưƨƘǇƠƘٹƴӼƔƬƯ˦ƼǔఘҾƬ܇ƷᏋ
学校再開してから早くも 2 ヶ月が過ぎ、1 学期も終わりに近づいています。1 年生もすっかり学校生活に慣れ、落
ち着いて学習し元気に遊ぶことができています。２年生はトマトの栽培や生き物の世話する姿
が見られました。３年生は町探検に出かけ、桐原学区の素敵なところをたくさん見つけました。
４年生は環境エネルギーセンターを見学しゴミについて考えました。５年生は琵琶湖環境学習
でヨシについて学びました。６年生は1年生とのかかわりや委員会活動などで、学校のリーダー
としての頼もしい姿がみられました。どの学年も大きく成長できた 1 学期でした。

桐原東小学校だより
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３〜５月の休校分と、新しい生活様式や実施可能な集団活動などを考えながら、
「手をつなぎ、心ゆ
たかで、たくましい子」の学校目標のもと授業や行事を進めてきました。地域ボランティアの方も可能な
ことを探しながら協力いただきました。七夕用の大きな笹と家で作った飾りの提供(１年生)、地域訪問の
かわりに、教室で視聴できるように各団体の活動説明の収録協力(３年生)、市環境エネルギーセンター

㕲㕰㕲㕱Ⴉ㕴ଈ्ࣆ
ᛐܭẮỄờט
ᴾẐᵆˎᆅὸʮᡶỉẮỄờảỮᴾᾗᾞᾟᾟᾐᡈ൶οࠪ ίἭἕἣᴾỼỸἱἡἓἰὅὸẑ
ԒԞԟԟԋઝஔᄄᄀ֪֣փ֥
ƂטʖܭଐƃᲬᲪᲬᲫ࠰  உ
ẅטᛟଢ˟ᴾ͵ỉấჷỤẶίᵖᵍᵐᵗᵇẅ
ࡴᄤ୶्ࣆ๊ነव

Ƃטʖעܭƃ
ᡈ൶οࠪࠊᇌዮӳҔၲǻȳǿȸԗᡀ
ƂܭՃʖܭૠƃӸ
Ტ̬ᏋטӸ࠷ᆐטӸᲣ

ḛᵦᵭᵮᵮᵟầႸਦẴờỉḜ
ժ्Ө௹Ө႘իӨӨӼӺӼӺႩӨԂଈӨӼԃ႘ӡဘӢӨӻӺԄӽӺӻӼԄӺӺ
ժ्௹സիӠઉମ֢ؐ՛ؠӡઉମ൚ॺၾӢ
ժဎཇೄൾऴի ᧙ᨙࢠᲢƤƖƨƔƻǖᲣ
ȷᅈ˟ᅦᅍඥʴƜƜǖƟƠಅѦؓᘍྸʙ
ȷఇࡸ˟ᅈʮᡶӕዸࢫᇹᢃփஜᢿᧈψ
ųȞȍǸȡȳȈਖ਼ᡶᢿᢿᧈ
ȷఇࡸ˟ᅈ *122#ˊᘙӕዸࢫ
ȷȓȸȕǧǢఇࡸ˟ᅈųˊᘙӕዸࢫ
ȷఇࡸ˟ᅈ *122ɤᰛˊᘙӕዸࢫ

ժ־ሑሓի ᲢέბᲣ
ӫᚡǳȸȉǑǓƓဎᡂǈɦƞƍŵ
-[QUJKP'CTN[%JKNFJQQF'FWECVKQP)TQWR Ƹ
ᛐӧ̬ᏋטŴ࠷ᆐטŴܖᇜƳƲŴμư  טǛᢃփƠƯƍǇƢŵ
Ū࠷ᆐטȷ̬ᏋٟᲢᅈՃȷ̬ᏋᙀяᲣ
ȷᛦྸՃӷѪᨼɶŵ
ųᛇƠƘƸ ǇưƓբӳƤɦƞƍŵ

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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社会福祉法人こころざし

検索
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見学の交通安全見守り(４年生)、稲作の学習のため休校中の田植え(5年生)、電車の代わりにサイクリン

七夕飾り

グで実施した安土方面への校外学習の自転車伴走と交通安全見守り(6年生)、校地内の剪定などの環境整備、登下校の見
守り、図書館環境整備、校舎内への生花の提供などをしていただきました。PTA活動も三密を避けての紙面総会や、コロ
ナ対策として扇風機や消毒液の提供などをしていただいています。皆様、ご支援ご協力ありがとうございました。
今年は7月30日まで登校日があり、２学期は８月21日から開始となるため、短い夏休みですが、心身ともに健康で安全に
過ごしてください。

※７月２０日〜８月２０日の期間、体育館や校舎内の工事が実施されます。
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電話・ＦＡＸ３３−０７０３

７月から新型コロナウイルス感染症と熱中症に配慮しながら、事業をはじめています。
８月２８日（金）には、管理栄養士さんに離乳食・おやつなどについて気軽に相談ができる栄養相談
を行います。ますます暑い日になりそうですが、親同士・子ども同士が交流をしたり、親子がふれあった
りして元気に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。
７月から下記の通り、時間や人数の制限を少し変更して開館しています。
（状況によって利用が変更になる場合があります。
）
乳幼児親子の来館は、火〜土曜日の 9:30 〜 11:30 13:30 〜 15:00
小学生以上の来館は、火〜土曜日の 15:30 〜 16:30
利用人数は、午前・午後 各３組（６名）程度です。
来館の際には、検温・風邪症状の有無などの確認書の提出・マスクの
着用にご協力ください。

ミニトマトが
収穫できました。

七夕の飾りを
つくりました。

