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平素はきりっ子食堂（子ども食堂）開催時には各種団
体の皆様のご協力ありがとうございます。当子ども食堂
は 2016 年 8 月発足後、2022 年 3 月までの間に 47 回
開催することができました。
（新型コロナウイルス感染症
対策で 2 回中止）なお、以前はカレー等の配食を実施し
ておりましたが、スタッフ一同で話し合い、現在は感染
症拡大防止の観点からお弁当仕様に切り替え対応してお
ります。また、県社協、市社協、フードバンク、他各企
業のご協力により無事何事もなく開催できており大変感
謝しております。ありがとうございます。
令和４年３月現在
桐原小学校
２３回
桐原東小学校 ２４回（５,７７６食）
スタッフ １１
, ３１食
計６,９０７食
※今後、年内８回開催予定しております。
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６月１２日（日）に、
近江八幡消防署訓練場
において市のポンプ操
法大会があり、自動車
の部は優勝（4 連覇）
・
小型ポンプの部は３位
でした。

２０２２年 ７月 ９日（土）

９：３０開会（９：００受付）

桐原小学校 桐原っ子ホール
《第１部》
ふるさと学習の取組み紹介（桐原小）
《第２部》
小中学生優秀作文の表彰・発表
《第３部》
講演：小林 美保子さん
（スクールソーシャルワーカー）

なお自動車の部の指揮者 齊木 満昭さん（古
川町）
、二番員 奥田 徹さん（竹町）
、三番員
小寺 啓介さん（古川町）
、
小型ポンプの部の 指揮者 星野 智昭さん
（中小森町）
、三番員 松浦 嘉広さん（安養寺町）
が、最優秀賞を受賞されました。
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5 月15 日（日）
、市立運動公園体育館で第
43 回近江八幡市民バレーボール大会が開催さ
れ、桐原チームは第 2 部ソフトバレーボールに
出場しました。13 チームによるトーナメント戦が
行われ、桐原チームは 1 回戦・2 回戦・3 回戦
と勝ち進み、見事決勝戦に進出し準優勝が決定
しました。選手の皆さんおめでとうございます。

●上履きをご持参ください。
●事前申込みは不要です。
●多数のご参加をお待ちしています。
【桐原学区青少年育成学区民会議】

第 44 回近江八幡市民軟式野球大会が市立運
動公園グラウンドで開催され、桐原チームは軟式
野球第 2 部に出場しました。
8 チームによるトーナメント戦で行われ、第 1 試
合は対戦相手の北里学区チームが棄権し不戦勝と
なり、5 月 22 日（日）第 2 試合からの出場とな
りました。試合は安土学区チームと対戦し健闘し
ましたが残念ながら負けてしまいました。出場さ
れた選手の皆さんお疲れさまでした。
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きりっ子食堂運営委員長 澤
スタッフ一同

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI
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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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心配ごと相談窓口

☆７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

〈2022年5月31日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,309 人 ( 桐原小学校区 9,657 人・桐原東小学校区 8,652 人）
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５月２５日、桐原コミュニティセンターにて
赤十字奉仕団桐原分団団員研修会を開催しま
した。
令和４年度の事業計画についての説明の後
に、
「赤十字について・地域赤十字奉仕団の
必要性と活動の充実に向けて」をテーマにし
た DVD 鑑賞を行いました。
その後、災害時用の座布団づくりを行いま
した。新聞紙を５㎝幅に折り、編み込んで四
角い形を作ります。のりや接着剤を使わずに
作れるので、新聞紙が１４枚あれば災害時の避難所でも作るこ
とができます。参加者同士協力しながら、もしもの時に役立
つ道具づくりを学ぶことができました。
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５月２９日（日）
、市立運動公園グラウンドゴルフコースで第２３回自治会対抗グラウン
ドゴルフ大会を開催。１３自治会６２名の方が参加し、五月自治会が優勝しました。
爽やかに晴れた空のもと、自治会員同士にならないよう組合せたチームで競技を行い、
皆さんグラウンドゴルフを楽しみながら親睦を深められたと思います。参加してくださっ
た皆さんありがとうございました。
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梅雨に入りましたが晴れ間を見つけ、雨あがりの園庭で元気いっぱい遊ぶ子ども達。
虫探しをしたり、水たまりでどろんこ遊びなどを楽しんでいます。
また、６月に植えた夏野菜に水をやったり、
「大きくなったかな〜」と友達と観察して
いる姿も見られ、収穫を楽しみにし
ている子ども達です。
῍ὼᾸὼᾸू῍ܬ
この時期ならではの遊びを思う存
保育所で遊びませんか？お気軽にお越しください。
分楽しみながら自然を感じたり、小
日 時
７月１２日
（火）
１０時〜１１時まで
９月１３日
（火）
１０時〜１１時まで
動物の飼育や栽培を通して、命の大
お問い合わせ TEL ０７４８−３３−４４５７
切さについても考えたりしたいと思い
＊天候等により中止になる場合もあります。
ます。
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5月31日から6月2日にかけて、実に3年ぶりとなる「宿泊を伴う」修学旅行が
行われました。本校3年生222名が参加したこの3日間、出発時こそ小雨模様で
したが、
その後は好天が続き、現地では充実した活動を行うことができました。
初日の黒部ダムでは「世紀の大工事」によって作り上げられた巨大なダムと
広大なダム湖、
それらを取り囲む美しい山々を自分の目で確かめました。二日
目の体験活動ではラフティング、パラグライダーなどで自然と一体となる感覚
を味わいました。三日目の高山市自主研修や白川郷散策では豊かな地方文
化に触れることができました。
以前にこの欄で「経験に勝る財産なし」という言葉を取り上げました。3年
生は自身の五感を総動員して多くの「財産」を得たことでしょう。
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５月２８日、桐原っ子ホールにて『令和４年度桐原
学区３者合同研修会を開催し、桐原学区の自治会長
２３名、福祉協力員２１名、民生委員児童委員３２名
が参加しました。
福祉協力員委嘱式の後、自治会長・福祉協力員・
民生員児童委員の地域活動における役割と連携につ
いて、
「近江八幡見守り支えあいネットワーク」につい
て、
「第三次地域福祉活動」について、それぞれの説
明があり、各自治会における福祉の課題と方向性につ
いてのアンケートを実施しました。
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電話・ＦＡＸ３３−０７０３

皆さん、こんにちは。
（もしかして）梅雨の真っただ中？…いかがお過ごしでしょうか。
うっとうしい気分を吹き飛ばして、存分に遊びたいですね。
今年度に入り、新しい利用者さんもたくさん増えてきました。また、事業の方も少しずつ、軌道に
のってきました。是非、お子様と一緒に、友だちと一緒にセンターにお越しください。
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5 月にさつまいもとミニトマトの苗をうえました。
「ここ前に、大根引いたところ！」と言いながら、畑
（小さな畑ですが…）にはさつまいも苗を植えました。毎日、水やりをして、しっかり根付き、大きな葉っ
ぱが沢山になってきました。秋の収穫が、とっても楽しみです。
また、プランターには、ミニトマトを植えました。苗の丈も高くなり、もうすでに赤く実っているので、来館した親子と収
穫を楽しんでいます。是非、覗いてみてください。一緒に、収穫を経験したり、成長を楽しみましょう。
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