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桐原学区市民運動会

中止のお知らせ
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☆入場料は無料ですので、
たくさんの方のご来場をおまちしております。
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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】

द ɯɠɧȻɎɎɈɎɐɎɐȻɡɜɳȻɎɎɈɎɐɑɔ

␠ળࠍࠆߊߔࠆㆇേቇ᳃ᄢળ

７月９日（土）午前９時半から、青少年非行・被害防止の啓発を目的に、桐原学区青少年育
成学区民会議による「社会を明るくする運動学区民大会」が開催されました。
第１部は、桐原小学校の野瀬校長先生より「ふるさと学習の取り組み紹介」を発表していただきま
した。１年生から６年生までの野外学習などの取り組みをプロジェクターで紹介されました。それぞれ
の学年に応じた積極的な学習で、特に給食の残飯を堆肥化して作った大きな大根をかかえている子どもたちの笑顔が印象的でした。
第２部は、小中学生優秀作文の表彰と発表を行いました。海外で起こっている戦争やコロナによって変わった私たちの生活に
おいて、今自分たちができることを表現した素晴らしい作文発表で、来場者の心に深く響きました。
現在の子どもたちの前向きな気持ちが伝わり、晴れやかな気持ちで終えることができました。
第３部は、スクールソーシャルワーカーの小林美保子さんより「一人ひとりを大切に」という演
題でお話をいただきました。思春期の子どもたちとのかかわり
方、さまざまな家庭環境の子どもたちとのかかわり方、先生の
相談体験も交え、とてもわかりやすく私たちに伝わったと思い
ます。お話を聞けたことで、良好な親子の関係を築くことがで
きるヒントを得られたと思います。
暑い中、ご参加いただきありがとうございました。 【桐原学区青少年育成学区民会議】
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日 時 ：２０２２年８月２０日
（土）
１４：３０〜１５：３０
場 所 ：桐原コミュニティーセンター２F 大会議室
お問合せ：ＴＥＬ ０９０−９６１０−５８１５（赤星先生）
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雨が心配される中、
当日は晴天に恵まれ、
6 月12 日（日）
桐原小学校グラウンドで第 47 回親善ソフトボール大会を
開催しました。今年度は自治会チーム以外に、各自治会
から個人参加された方で混合チームを編成し、
合計 5 チー
ムでトーナメント戦を行いました。各チームとも熱戦を繰
り広げ優勝は池田本町、準優勝は混合チームでした。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため 2 年連続中止
でしたが皆様のおかげで、3 年ぶりに開催することがで
きました。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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7 月 3 日（日）
、猛烈な雨が降る日となりましたが、
第 38 回自治会対抗ビーチボール大会を桐原小学校
体育館で開催しました。新型コロナウイルス感染拡
大防止により2 年連続中止でしたが 3 年ぶりに実施。
7 自治会 9 チームが熱戦を繰り広げ、男子の部では
篠原町、女子の部では五月が優勝しました。ご参加
いただいた皆様、ありがとうございました。
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★夏季休館のおしらせ★

８月１１日
（木）〜１５日
（月）
上記の期間、休館いたします。

桐原コミュニティセンター

〈2022年6月30日現在〉◇◆
◆◇ ఘҾܖғỉ˰ൟૠ 18,340 人 ( 桐原小学校区 9,688 人・桐原東小学校区 8,652 人）
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県内にも多く在住されている外国人の
方がどんなことに困っておられるのか、
また、外国の方と共生する地域のあり方
について学びました。
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廃油で作るせっけんを広める活動の中
で障害のある方と交流したことや海外の
環境問題に触れる中で感じたことなど、
ご自身の経験を語って下さいました。
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未だに残る部落差別とどう向き合うか…
若い世代が体験した差別の話や、若者を
中心とした学習会や合宿などの活動を通
して感じたことを話して下さいました。
毎年９月９日は救急の日です。この機会に救急車の

救急医療週間について
（９月４日〜９月１０日） 適正利用について、正しい理解を深めよう。
☆救急搬送をした方の約半数が入院を必要としない軽症です。しかし、こんな時は迷わず１１９番通報！
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「救急車が必要だ！」と思った時は、迷わずに１１９番通報してください！
☆救急車はいらないけど、病院を探したいときは医療情報案内（０７４８-２３-３７９９）

救急に関するお問い合わせは･･･ 近江八幡消防署
（３３-５１１９）
まで

KIRIHARA MACHIKYO DAYORI

ఘҾܖݱఄẻợụ

࣎ᝅƔưƨƘǇƠƘ
ٹƴӼƔƬƯ˦ƼǔఘҾƬ܇ƷᏋ

7 月 20 日（水）１学期の終業式を迎えました。各委員会の委員長の
子どもたちから、それぞれの取組や２学期の計画、より良い学校にして
いくためのメッセージを発表しました。また、桐原駐在所のお巡りさん
に来ていただき、安全に夏休みが過ごせるようにお話していただきまし
た。1 学期、学習や生活に前向きに頑
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張り、みんなで協力して力を伸ばした桐

原っ子。この夏休みも「力を伸ばす、元気で安全な夏休み」にしてほしいと願っています。
日ごろから、学校運営へのご理解とご支援、登下校の見守りなどお世話になりありがと
うございます。心も体もたくましく成長する夏休みになりますよう、ご家庭、地域の皆様の
お支えを今後ともお願いいたします。

桐原東小学校だより
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桐東
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交通安全の啓発活動として、６月２８日から３０日
の間、桐原コミュニティセンター来訪者の方々に、交
通安全のチラシと反射たすきを配布し交通事故に対
する意識を高める啓発を実施しました。
また、多くの方々に無事故への願いを込めて、七夕
飾りの短冊に啓発分を書いていただきました。その後、
学区内の主要箇所
（桐
原コミセン・各駐在
所）に設置しました。
学区民の皆さん、
交通ルールを遵守し、
交通事故には充分気
をつけましょう！！
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１学期は、この２年間できなかった水泳の授業や、６年生の宿泊を伴う修学旅行、
５年生の鈴鹿サーキットでの校外学習など、他の学年も含めWITHコロナとして、感染
対策を講じながら日常の教育活動を継続することができました。
これからも、本校では、今年度の重点としている「人と
人とのつながり」を大切にし、
「人とつながる力の育成に
取り組んでいきたいと思います。
１学期、短い期間で多くのことを吸収し、成長した子どもたち。夏休みも、多くの学び
の場でたくさん吸収し、元気に２学期を迎えられるようにしたいと思います。

ẨụỊỤᢂẮỄờטẻợụ
厳しい暑さが続いていますが、きりはら遊こども園の子どもたちは元気いっぱい。梅雨の雨が残った園庭で遊ぶ子ども
たち。水たまりの感触を手や足で感じ、時にはおもちゃや屋台を使ってのごっこあそびにも発展します。また、園庭の築山
にも緑が茂り、それに合わせてカエルやバッタなどの生き物たちもたくさん姿を見せてくれています。飛び跳ねたり、水たま
りの上を泳いだりする姿に大はしゃぎ！！暑さを忘れる程、こどもたちの表情は輝いて
います。熱中症になりやすい時期ですが、水分補給や体調にも配慮しながら夏を楽し
んでいきます。
きりはら遊こども園では今年の5月から未就園児を対象に園庭開放・子育て相談を月
に1回行っています。園庭の遊具のほとんどは職員の手作りになります。愛情と気持ちの
こもった園庭にぜひ遊びに来てくださいね。詳細につきましては、きりはら遊こども園の
HPに記載されています。事前申し込み制とはなりますが、気軽に遊びに来てください♪

