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12 月12 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）53 名と第 2 部（小学生 4 〜 6 年）58 名が参加し、コ
ロナ対策の一環で走者を 4 組に分けてスタートしました。
当日は、朝霧が立ち込めるマラソン大会となりましたが、1
ｋｍ先が見えない状況のなか小学生達は力走してくれました。
参加してくださった皆様ありがとうございました。
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KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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９：３０〜１０：００

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】

１２月１１日、ピアザ淡海にて『しが CO₂ネットゼロみらい賞』の表彰式が行われ、
桐原学区協働まちづくり協議会は、
『地域づ
くり部門』で表彰されました。
表彰式の後にはパネルディスカッション
が行われ、当会からは馬場センター長が登
壇しました。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等の活
動を紹介しました。

11 月 7 日（日）
、白鳥町の子ども祭を開催しました。
昨年はコロナの影響で中止しましたが、今年は規模
を縮小し子ども祭を開催しました。
晴天にも恵まれ無事に終了することができました。
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〜お詫びと訂正〜
１２月号掲載の『グラウンドゴルフ大会』の記事
内で、自治会名の記載に誤りがありました。

誤：日吉野町東自治会 → 正：日吉野東自治会
謹んでお詫び申し上げ、訂正させていただきます。
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新年あけましておめでとうございます。
桐原学区協働まちづくり協議会の各種事業活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。
旧年中は、
令和３年度におきましては、従来からの新型コロナウイルス感染症の影響に新変異株オミクロン株が加わり、
引き続き制約された日常生活の中でご苦労を重ねながら、桐原学区協働まちづくり協議会の事業にご協力いた
だいている皆様方に厚くお礼を申し上げます。
しかしながら、学区最大イベントである桐原学区市民運動会・桐原学区民文化祭・桐原学区福祉のつどい
等が２年続けて中止になった事につきましては残念でなりません。
さて、当協議会では、２０１９年７月に『まちづくり』の視点からＣＯ２ネットゼロに向け、学区住民をあげて自らができること
に取り組む、全国初となる『省エネ・脱ＣＯ２まちづくり宣言』を行いました。宣言以後、学区民に省エネ・脱ＣＯ２を啓発し行動・
実践をしていただくための事業として、
『生ゴミの堆肥化』運動の一環として取り組みました『段ボールコンポスト』作りは３年目
になりますが、
講習会等を地道に続けて実施してまいりました。長引く新型コロナウイルス感染症の影響で少し低調気味でしたが、
昨年１２月１１日には、滋賀県知事より『しがＣＯ２ネットゼロみらい賞【地域づくり部門】
』の輝かしい表彰を受けました。改め
ていくつかの主な活動を軸に今後さらなる事業展開に心がけてまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を願い、本年も皆様方にとりまして幸多き年となりますよう祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。
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心配ごと相談窓口
時間
場所

☆１月２６日（水）

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

〈2021年11月30日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,372 人 ( 桐原小学校区 9,708 人・桐原東小学校区 8,664 人）
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９：３０ 受付
〜 おねがい 〜
１０：００ あいさつ
●マスク着用、検温、手指の消毒
１０：１５ 講演『あきらめない心』
にご協力ください。
（最後にバイオリン演奏あり） ●感染症拡大防止のため、入場制
限を行う可能性がございます。
１１：３０ 質問タイム
ご了承ください。
１１：４０ 閉会あいさつ
★お問合せ：桐原コミセン（３３−３５３５）《主催：桐原まち協 人権推進部会》
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旧年中は、八幡西子どもセンターの事業や自由来館にたくさんの方にお越し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、いろいろな遊びや活動を通して、共にふれあい、つながりあい、
楽しい集いの場が提供できればと思っています。
「子どもセンターって、どんなところかなぁ…ちょっと、行ってみようかなぁ…」初めての方も、いつもご利
用いただいている方も、どんどん、遊びに来てみてください。たくさんのおもちゃを準備しています。子ども
たちの楽しそうな笑顔に包まれ、友だちの輪が広がって行くことを願っています。
また、保護者のみなさんには、そんな子ども達の様子を見ながら、また一緒に遊びながら子育ての悩み
を保護者同士で語り合ったり…時には、育児講座に参加したり、心をほっと和ませていただければ、と思っ
ています。まだまだ、新型コロナウイルス感染予防の対策を取りながらではありますが、楽しい企画を準
備してお待ちしています。
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寒さとともに12月も訪れ、気付けば年末ですね。開園してから3回目の冬を迎えるきりはら遊こども園。園庭の築山に植
えてあるドングリの樹も年々成長し、季節によっても様々な表情を見せてくれます。園庭に出ると、自然とどんぐりの樹の下
に集まる子どもたち。一生懸命どんぐりを拾っています。見つけては大切そうに宝物バッグに入れる子どもや、ごっこ遊びに
使ったり、お友だちとどんぐりを見せ合って比べてみたりと、自然物に触れながらの園
庭あそびを楽しんでいます。
12月17日はクリスマス会がありました。桐原学区老人クラブから3名のサンタさんと
トナカイさんが来てくれました。こどもたちも大興奮のなかサンタさんに質問したり、
プレゼントのお返しに歌を歌ったりと素敵なクリスマス会になりました。このような形
で地域の方々と交流を持つことができ、こどもたちにとって貴重な体験になりました。
2022年も地域の方々との交流を深めていけたらと思います。

ᵦᵭᵮᵮᵟᡈ൶οࠪẻợụ
新年あけましておめでとうございます。
園庭を吹き抜ける風も冷たく、木々の葉っぱも寒そうに揺れて舞っています。
それでも園庭からは、子どもたちの寒さに負けない元気な声が響いてきます。
12月の行事であるクリスマス会に向けて、部屋飾りやクリスマスツリーの飾りを
作り、楽しく準備を進めました。お友達と歌を歌ったり、楽器に触れたり、手話をし
たりとたくさんの笑顔が見られました。そんな雰囲気の中で、この時期にしか味わえ
ない経験を通して、豊かな心と優しい気持ちを持った子どもたちに成長して欲しい
と願っています。
１月はたこあげ、こま回し、羽つき、かるたなど、お正月遊びを楽しみ、昔からの遊びを大切にしていきたいと思います。
また、戸外で体を思いきり動かす遊びを取り入れ、風邪にも負けない強い体づくりを目指して過ごしたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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新年あけましておめでとうございます。
新しい年を迎え、子ども達の元気な笑い声とともに保育所に活気が戻ってきました。
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みました。気持ちを１つにして取り組むことで一段と友達との
ὼᾸὼᾸूܬ
つながりが深まり、また、お家の方の前で発表することで嬉しく、自信がつき、笑 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
顔いっぱいの子ども達でした。
２月 ８日
（火）
１０時〜１１時まで
１月は、年齢別の保育参観を予定しています。お家
３月 ８日
（火）
１０時〜１１時まで
（雨天時は中止）
の方と一緒に、絵本のおはなし会を楽しんだり、親子で
お問い合わせ TEL ０７４８−３３−４４５７
のふれあいを楽しんだりしていきたいと思っています。
＊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。
本年もどうぞよろしくお願いします。
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旧年中、保護者の皆様や地域の皆様には、本校の教育活動の推進に格別の
ご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございました。
11月19 日（金）に、子どもたちが普段の学習の成果を発表する「桐原っ子フェ
スタ」を全校で開催しました。この日を迎えるまでに、桐原の地域のことや、福祉、
環境、平和などをテーマに体験したことや、ゲストティーチャーに教えていただいた
こと、生活科で学習したことをもとに夢中になって学習を進めてきました。当日は、
楽しいコーナーをつくったり、新聞や紙芝居、タブレットで発表したりと、たくさん
の工夫が見られました。桐原小学校いっぱいに、
素敵な笑顔と命の花が咲きました。
保護者の皆様や地域の皆様の支えで、
「共に伸びる」学びの場となっておりま
す。本年も皆様のご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

桐原東小学校だより

῍

３学期の主な行事予定
1月
7 日（金）３学期始業式
14 日（金）避難訓練
27 日（木）学習参観
2月
1日（火）5 年生
フローティングスクール
4 日（金）新入生 1日入学
入学説明会
3月
3 日（木）６年生を送る会
9 日（水）町別児童会
18 日（金）卒業式
24 日（木）修了式

学校教育目標：手をつなぎ 心ゆたかで たくましい子
PTAスローガン：育もう思いやりの心笑顔でつなぐ桐原東

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
旧年中は保護者をはじめ地域の皆様には大変お世話になりありがとうございました。
２学期は各学年の校外学習や、創作活動、5歳児との交流会、地域ボランティアやゲストティーチャー
との学習なども少しずつ再開でき、子どもたちの学びや体験にも広がりが持てたのではないかと感じて
います。また、11月25日の滋賀県国語教育研究大会では2年・４年・５年の授業を公開し、県内の先生方
に参観していただきました。
３学期は学校にとっても個々にとっても節目になる学期です。目標や願いの実現に向けて心や行動が
少しずつ動き出せるよう、職員一同取り組んで参ります。

Ჯ࠰࿄࿅ฯȕȭȸȆǣȳǰǹǯȸȫ
ƏǈƷƜƔǒᙸɥƛƨ࿄࿅ฯٻ

〜３学期の主な行事〜 （詳細は学校からのたよりで。変更になることもありますのでご了承ください。）
【３学期始業式】１月７日 ( 金 ) 【給食開始】１月１１日 ( 火 ) 【授業参観】１月１８日 ( 火 )１〜３校時で／２月２５日 ( 金 )１〜３校時で
【新入学生１日体験入学・学校説明会】２月４日 ( 金 ) 午後 【身体測定と児童への保健指導】１月１１日 ( 火 ) 〜１９日 ( 水 )
【新旧地区委員さん参加の地区別児童会と集団下校】３月４日 ( 金 )５校時
【第 38 回卒業証書授与式】３月１８日 ( 金 ) 【修了式】３月２４日 ( 木 )

οࠪᙱɶܖఄẻợụ
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旧年中は、八幡西中学校の教育活動に深いご理解とご協力を賜
り、誠にありがとうございました。今回は、
この場をお借りして、昨年
西中をにぎわせた「トレンドワード」を3つ紹介したいと思います。
４０（祝！創立40周年）
昨年、本校は創立40周年を迎えました。10年前の30周年記
念事業には遠く及びませんが、正面玄関横に大きな垂れ幕を設
置するなどして「節目の年」をアピールさせていただきました。
コロナ（新型コロナウィルス感染症）
昨年も学校生活に影響を与え続けた「コロナ」禍。そのような中
で、修学旅行（3年）、体育大会、文化祭、校外学習（1年）等々、一
昨年と比較しても多くの行事を本校では実施しました。もちろん皆
で様々な工夫を施し、入念な感染予防を行った上での実施です。

CS (コミュニティ・スクール Community School)
本校は「学校運営協議会」を設置し、
「コミュニティ・スクール」とし
てのスタートを切りました。学校と地域が「パートナー」となって共通
の目標に向かう取組です。これまでも西中は地域の皆様の支援をたく
さんいただいてきました。これからは「いただく」だけではなく、地域
と学校が共に「発展する」、というイメージで事業が展開されます。
「コロナ」禍だからこそ気づけたこと、学んだこととそこから始まる
教育活動の改善。そして「CS (コミュニティ・スクール)」での学校と
地域の協働。これらが「40」の次の節目である50周年（令和13年）
までに西中をどのように変貌させるか。今から楽しみです。
今年もよろしくお願いいたします。
校長
五嶋 弘道

