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KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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12 月13 日（日）桐原学区コミュニティ
エリア周辺で桐原学区小学生マラソン大会
を開催しました。
第 1 部（小学生 1 〜 3 年）19 名と第 2
部（小学生 4 〜 6 年）33 名が参加し、
気温が低い中、参加してくれた小学生達は
爽快な走りで完走してくれました。
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１２月１２日、桐原コミュニティセン
ターの大掃除を行いました。コミセン
利用サークルや各種団体の皆さんに
ご協力いただきました。また、掃除終
了後には消防桐原分団の指導による
消防訓練を行いました。
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【第１部】

【第２部】

〈小学生低学年 2.2ｋｍ〉

〈小学生高学年 3.1ｋｍ〉

第１位 森 颯大さん
第２位 河原崎 陽琉さん
第３位 青木 優さん

第１位 小林 想也さん
第２位 薮内 七有さん
第３位 内田 泰雅さん
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（土）
日時：令和３年 １月２３日
９：００受付、９：２０〜１１：
００
場所：桐原っ子ホール
講演：
『地域で子どもを見守ろう』
講師：スクールソーシャルワーカー 小林美保子さん
※どなたでもご参加いただけます。
（事前申込み不要）
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日時：令和３年 １月１６日（土）
１０：００〜１２：００
場所：桐原コミュニティセンター
つどいの広場
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●お問合せ先… 市民課 ３６−５５００

ᚡʙǛѪᨼƠƯƍǇƢŭᲫஉᲫᲯଐǇưƴఘҾǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸǇưä6'. Ჩ (#:

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、まちづくり協議会の各種事業にご理解
とご協力を賜り誠にありがとうございました。
令和 2 年度は、1 月より感染拡大が進んだコロナ
ウイルス感染症の影響により年度当初の事業展開も
困難な状況となりコミュニティセンターも貸館事業
を停止するという非常事態の中、まちづくり協議会
の総会を始め各種団体の総会も開催することが出来
ない多難なスタートとなりました。
また、各種事業の中止、中でも学区の最大事業の
桐原学区市民運動会・文化祭・福祉のつどい等が中
止となった事は非常に残念ではありましたが、代替
事業の学区民・医療従事者の方にエールを送る花火
大会を開催することが出来た事が唯一の救いとなり
ました。
さて、一昨年から学区目標として取り組みを始め
た『省エネ・脱 CO２』の一環として、
昨年度は、
段ボー
ルコンポストによる生ごみ堆肥化の８回に亘る講習
にも多くの自治会の方々に取り組みを頂きました。
また、昨年実施致しましたアンケート調査にて、
多くの学区の皆さんが災害に対して関心を持ち心配
と不安を抱えておられる事がわかりましたので、省
エネ・脱 CO2 の取り組みが、災害対策とどの様に
関わるかを考えながら、令和 3 年度では、防災訓練
や災害対策問題研修会等を実施し『安心・安全なま
ちづくり』を目指し役員の皆さんや職員の皆さんと
共に事業展開を考えてまいりますので、例年以上の
ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
本年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう
祈念し、新年の挨拶とさせて頂きます。

令和３年 元旦
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新年あけましておめでとうございます。
昨年は、地球規模での新型コロナウイルス感
染症対策で生活が一変しました。
働き方や行動など、あらゆる生活の面におい
て自粛制限が続き、いまだ終息に至っていない
状況で、地域の皆様、また自治会においても苦
労をされていると思います。
今年はこの事をポジティブに受けとめ、住民
の「安全・安心」を第一に、今までのことを見
つめ直す良い機会だと気持ちを切り替えて楽し
く生活できるよう一人ひとりが未来に向かって
邁進できればと思います。
昨年、学区協働まちづくり協議会・自治連合
会共同で、市防災訓練を実施し、コロナ禍での
避難所体制の問題点を行政と一緒に考えながら
作業を推進しました。
また、
「省エネ・脱 CO2 まちづくり」活動での
「生ごみの堆肥化」
、皆様の関心が多かった災害問
題での研修会「水害にどのように向き合うか」に、
多数の方にご参加・ご協力をいただき、有難うご
ざいました。今後もこのような活動を皆様と一緒
に継続していくことが大事だと考えています。
今年度も昨年同様、行政や桐原まち協、そし
て関係機関との連携を密に、学区の更なる「魅
力あるまちづくり」を目指して、桐原学区 31 自
治会協力のもと各事業に取り組んでいきたいと
考えていますので学区民お一人おひとりのお力
添えをいただきますようお願い申し上げます。
皆様のますますのご発展とご健勝をお祈り申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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令和３年 元旦
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心配ごと相談窓口
☆１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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１１月２１日、白鳥
町自治会館の竣工式
が行われました。
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１１月２８日、桐原っ子ホールにて、
『水害』にどの
ように向き合うか？〜温暖化を「防ぎ」
「備える」桐原
スタイル〜をテーマに、桐原まち協と県温暖化防止活
動推進センターとの共同シンポジウムを行いました。桐
原学区における水害時のリスクや情報収集の仕方につ
いての講演、また有事に備えるための足腰の強いまち
づくりについての講演、温暖化を防ぐための暮らしのア
イデアなどについての講演と、これからのまちづくりに
ついてのディスカッションを行いました。

市庁舎整備基本設計概略

桐原学区住民説明会
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日時：令和3年 月
日
（土）
14:00〜
場所：桐原っ子ホール
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昨年度は、子どもセンター事業や自由来館にご来館いただきありがとうございました。
今年も乳幼児親子や子どもたちがふれあい、育ち合う場の提供ができればと思っています。
１月も下記の事業を予定しています。興味のある事業や自由来館に友だちや親子で遊びに
来てくださいね。皆様のご来館をお待ちしています。
カンガルー広場
のお散歩

赤ちゃんこんにちは
わらべうた遊び

２０日（水）ハート to ハート（育児相談・身体計測）乳幼児親子対象
２８日（木）きしゃぽっぽ（おにの面作り）乳幼児親子対象

ᾁஉỉʙಅʖܭ
１０日（水）助産師さんの話／１７日（水）おひなさま作り
１８日（木）わらべうた ／２５日（木）育児相談／２７日（土）手形足形アート

☆１月は５日から開館です。事業の詳細や予約は、センターまでお問い合わせください。
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旧年中は、八幡西中学校にご支援、ご協力を賜り、ありがとうございました。特に３月から５月までの新型コロナウイルス感
染防止のための学校休校期間中は、地域のみなさまにも生徒たちへの声かけや見守りをしていただき、大変お世話になりました。
６月からの学校再開後、現在に至るまで、さまざまな感染予防に配慮しながら、新しい生活様式に基づく学校生活を、学校・
家庭・地域で日々創り上げていく毎日を過ごしています。この間も、地域の皆様には、コロナ対策の中での熱中症防止のため
のすだれや、教室の扇風機の設置など、さまざまな形で学校生活への支援をしていただきました。ありがとうございました。
相変わらず、自転車通学のマナーが悪いとお叱りを受けることもあり、大変ご迷惑をおかけしたことも多々ありましたが、時には、
「元気に挨拶をしてくれました」
「優しく声をかけてくれることがありました」とお褒めの言葉をいた
だくこともありました。
学校から離れ、
地域の方々との触れ合いを通して学ぶことはたくさんあります。
時には褒められ、時には叱られながら、他人の評価を通して子どもたちは成長していきます。地域
と学校が協力して、子どもたちの成長をしっかりと見守る環境をつくっていきたいと考えています。
今後も「美しく生きる」の校訓のもと、
地域に根ざした開かれた学校づくりに取り組んで参ります。
今年も引き続き、ご支援くださいますようお願いします。
校長 五嶋 弘道
【暑さをしのぐ すだれに感謝】

新年あけましておめでとうございます。
寒さが厳しくなってきましたが、冷たい北風に負けず、元気いっぱい園庭をかけまわっている子ど
も達です。
１２月の生活発表会では、友達と一緒に歌をうたったり楽器遊び
をしたり、役になりきって劇遊びを楽しんだりしました。お家の方や
῍ὼᾸὼᾸू῍ܬ
友達に見てもらい、認めてもらうことで自信がつき、笑顔いっぱいの
̬ᏋưᢂƼǇƤǜƔᲹƓൢ᠉ƴƓឭƠƘƩƞƍŵ
子ども達でした。
日時 １月１２日（火）
１０時〜１１時まで
１月は、年齢別の保育参観を予定して
２月 ９日（火）
１０時〜１１時まで
３月 ９日（火）
１０時〜１１時まで（雨天時は中止）
います。お家の方と一緒に、絵本のおは
お問い合わせ TEL ０７４８−３３−４４５７
なし会を楽しんだり、親子でのふれあい
ᲤૼǳȭȊǦǤȫǹज़௨ၐʖ᧸ݣሊƷƨǊŴ
を楽しんだりしていきたいと思っています。
ųʖܭƕ٭ƴƳǔئӳǋƋǓǇƢŵ
本年もどうぞよろしくお願いします。
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近江八幡市立桐原幼稚園

教育目標
自分が好き 友達が好き
心をつなぐ桐原幼稚園

新年あけましておめでとうございます。
寒い日が続いていますが、幼稚園では友だちと元気いっぱい過ごしている子ども達です。
12月はみんなで声をそろえて元気な声で歌を歌ったり、いろいろな楽器に触れながら楽器の音色や友だちと音を合わ
せたりする楽しさを経験しました。また年末お楽しみ会では、手話クラブさんや絵本クラブさんの歌や劇を見せてもらい
たくさんの笑顔が見られました。
1月はこま回しやカルタ等お正月遊びをした
り、冬の自然に触れたりしながら元気いっぱ
い遊びたいと思います。閉園まで3か月と残り
少なくなってきましたが、最後までご支援をい
ただきますようよろしくお願いします。
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１月の主な行事予定
6日(水) 3学期始業式
7日(木)8日(金) PTAあいさつ運動
8日(金) 給食開始
13日(水) 集団下校
14日(木) 4年大根感謝祭
15日(金) 避難訓練（不審者対応）
18日(月) 1年色覚検査
19日(火)〜22日(金) 校内書き初め展
21日(木) 学習参観
28日(木) キラリタイム

新しい年を、ご家族おそろいでお迎えになられたことと心よりお喜び申し上げ
ます。今年は丑年です。６年生の中には丑年生まれの年男年女の子どもたちもい
ます。牛（丑）はその昔から人間の生活に欠かせない動物で、勤勉によく働く姿
が「誠実さ」を象徴し、縁起の良い動物とされてきました。今年は、牛のように誠
実に、一歩一歩確実に前進できる年にしたいと思います。
今年も、学校教育目標「心豊かでたくましく夢に向かって伸
びる桐原っ子の育成」を実現するために、子どもたちがよく考
え学習し、笑顔でなかよく生活し、元気いっぱいに頑張る、桐原小学校をめざして、職員一同 力を合わ
せて頑張ります。今年も保護者の皆様、地域の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

桐原東小学校だより
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昨年は、保護者や地域の皆さまには多大なご支援をいただき、誠にありがとうございました。新しい生活様式の中での学
校生活となり、学校行事や体験的な学習も例年とは大きく様変わりしたものもありました。それでも、学校の中では子どもた
ちのエネルギッシュな行動は変わりありませんでした。
各ご家庭でも例年とは一味ちがった年末年始を迎えられているのではないでしょうか。
新年を迎え、３学期は次の学年への準備期間となります。子どもたちは新しい学年や中学校への進級に向けてがんばりま
す。学校はより豊かな人間関係や教育環境の充実をはかれるよう、来年度から導入す
るコミュニティ・スクールの準備に取り組みます。３学期が１年間のしめくくりと同時に、
次に向けての大きなジャンプの学期となるよう職員一同頑張りたいと思います。
保護者の皆様、地域の皆様、各種ボランティアで学校を応援してくださっている皆
様、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

