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す！
桐原コミセン駐車場に来ます！
ぜひご利用ください！【近江八幡図書館３２-４０９０】
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１１月１４日（日）
、市立運動公園グラウンド
ゴルフコースで第６５回市民運動会代替種目自
治会対抗グラウンドゴルフ大会を開催しました。
桐原学区内の１２自治会（計４８名）が参加し、
日吉野町東自治会チームが見事に優勝されまし
た。おめでとうございます！！
参加していただきました皆様には小春日和の
暖かな日差しとひんやりと澄んだ空気の中でグ
ラウンドゴルフを楽しんでいただきました。
また、
コロナ対策にも快くご協力していただきましてあ
りがとうございました。
来年 3 月にグラウンドゴルフ大会（個人戦）
を予定しております。是非ご参加ください。
【スポーツ振興協会】
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昨年に引き続いての『桐原学区福祉のつどい』の中止に伴い、今年度も
代替事業として『見守りふれあい事業』を実施させていただくこととなりま
した。学区在住の７５歳以上の方を対象に、マスクを配布させていただきま
す。皆様の健康維持に少しでも役立てていただければ幸いです。
※１２月中に各地域の担当民生委員が配布させていただく予定ですが、地
域によっては１月以降の配布になる可能性がございますのでご承知ください。
桐原学区社会福祉協議会
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● 冬季休館について ●
１２月２９日
（水）
〜１月４日
（火）
上記の期間、休館いたします。
桐原コミュニティセンター

〈2021年10月29日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,379人 ( 桐原小学校区 9,711人・桐原東小学校区 8,668人）
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２０２０東京パラリンピック開会式でバイオ
リンを演奏された、元パラリンピック競泳選
手の伊藤真波さんが桐原に来られ講演とバ
イオリン演奏を行います。皆様ぜひご来場く
ださい！！（詳細は１月号に掲載いたします。
）
人権推進部会

滋賀県で推進している「しが CO₂ネットゼロムー
ブメント」の一環として、
県内で優れた取組みを行っ
た個人や事業者・団体を称える表彰制度「しが
CO₂ネットゼロみらい賞」が実施され、桐原学区協
働まちづくり協議会が「地域づくり部門」を受賞し
ました。２０１９年７月に実施した「省エネ・脱
CO₂まちづくり宣言」や、段ボールコンポストでの
生ごみ堆肥づくりの取組みが評価されました。
★１２月１１日に開催が予定されている授賞式の報
告は、１月号に掲載いたします。お楽しみに！！
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１１月１６日、桐原コミュニティセンターにて、大阪ガス
から講師を招き防災教室を開催し、２４名が参加しました。
災害時には、電気や水道が止まる等、普段あたりまえの
ように使えている物が使えなくなる可能性があります。そ
こで、身近な物を利用して調理や食事を行うアイデアを学
びました。
新聞紙やチラシを折り、ラップやポリ袋をかぶせて食器
として使う方法を学びました。
また、缶詰や乾麺等の保存食を使った料理の調理方法
を学びました。水や火を使うのは最小限で（火はカセット
コンロを使用）食材を混ぜるときもビニール袋を使うため
洗い物の必要も無く、災害時の調理に最適です。
（今回は感染症予防の観点から調理実習は行わず、参加
者の皆さんには事前に役員が調理した物を試食していただ
きました。
）
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落ち葉が風に舞う季節となり、寒さが日に日に厳しくなってきました。
11 月は遠足で希望が丘文化公園に行き、どんぐりや落ち葉などを拾ったり、芝生で元気いっ
ぱい体を動かしたりして遊びました。
異年齢の交流保育では、どんぐりころがしを作って遊んだり、ジャンプ台
ὼᾸὼᾸूܬ
や一本橋などに挑戦したりしながら友達と遊ぶ
楽しさや心地よさを感じることができ、笑顔いっ 保育所で遊びませんか？お気軽にお越しください。
日 時
１月１１日
（火）
１０時〜１１時まで
ぱいの子ども達でした。
２月 ８日
（火）
１０時〜１１時まで
１２月は、生活発表会を行います。歌を歌っ
３月 ８日
（火）
１０時〜１１時まで
たり楽器遊びをしたり、友達と協力しながらお 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、
話の表現遊びを楽しんだりしたいと思います。
予定が変更になる場合もあります。
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めっきり寒くなりました。とうとう冬の訪れでしょうか？
暖かい部屋でゆっくりくつろぎたくなるでしょうが、思い切って外に出かけませんか？八幡西
子どもセンターでも、そんな皆さんのご来館をお待ちしています。是非、お越しください。

చƞƭǇᑪǓǛƠƨǑచ
10 月20 日( 水 ) センターでさつま芋掘りをしました。サクサクの土の中から大きなお芋が収穫できました。お母さんと一緒に“う
んとこしょ” “大きなお芋…こんなにつながっている‼” と大喜び。どうして食べようかなぁ…？天ぷらやスイートポテトに変身‼おい
しかった（子どもたちの声）
。さつま芋のつるを使った料理にチャレンジしたお母さんもいましたよ。ちょっと土に触れ、秋を満
喫する素敵なひとときでした。

ŬഏƸŴٻఌäٻƖƘƳ᳸ǕᲛᲛŬ
さつまいもを掘り起こした畑に、今度は大根の種をまきました。
「大きくな〜れ、おいしくな〜れ」と、少し穴をあけて、１つ
の穴に３つくらいの種をまきました。時期的には少し遅い種まきでしたが、少しずつ芽を出し、大きくなってきています。冬では
なく、春先においしい大根が食べられると思います。楽しみですね。
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「大きな声で元気に歌える1年生」
「バランスを意識して取り組む2年生」
「集大成の3年生」
本校の音楽科教員に「西中の合唱とは？各学年で心がけ
ることは？」と尋ねたところ上記のようなキャッチコピーとと
もに具体的な回答をいただきました。
『1年生は、とにかく声を合わせること！これによってクラス
に一体感が生まれます。それこそが西中が大切にする「仲間
づくり」です！』
『2年生はソプラノ、アルト…など自分の役割を意識して取
組むことが求められます。それぞれが役割を果たすことが他
者を認める良い機会となり、結果として1年生から一歩も二
歩も進んだ美しいハーモニーが生まれることになります！』

ࣣϋ·Ȝσ
『3年生はとにもかくにも「集大成」。この先、仲間とともに「合唱」すること
は2度とない、という者もいるかもしれません。大切なクラスの仲間とともに
「気持ち」はもちろん専門的な要素も丁寧に込めて、唯一無二のハーモニー
を生み出していく。それが西中3年の合唱です！』
八幡西中学校における合唱の歴史は開校と同時に
始まります。この40年間、コンクールの形は時代とと
もに変わりましたが、合唱に対する情熱は先輩から後
輩に受け継がれてきました。
今年はコロナ禍ということもあり、本校体育館から
文化会館に会場を変更して行われました。隣との間隔
をあける、
マスクを着用・・・と例年とは違うことだらけ
でしたが、
これまでの伝統は一切損なわれることな
く、各学年が素晴らしい歌声を響かせてくれました。

