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紙面で紹介している貸館及び催し物のご案内は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更する

場合がございます。予めご了承ください。

〒520-0033 大津市大門通16番40号

長等コミュニティセンター TEL 524-3731（貸館専用）

NPO法人ながらまちづくり協議会 TEL 525-1450   FAX 525-1460

メール はどちらも info@nagarand.com

■窓口時間 9:00～17:00

■貸館関係の対応は【まちづくり協議会】

TEL 524-3731 (貸館専用)

主催 NPO法人ながらまちづくり協議会 長等地区民生委員児童委員協議会 長等健康推進協議会

2021年9月分の貸館受付け

・受付開始 2021年8月2日（月）

・申請場所 ながらまちづくり協議会 窓口
（電話では受け付けておりません）

・受付時間 9:00～17:00

【ご注意ください】
8月の祝日が移動しています。

祝日の移動 山の日 11日(水）→８日(日)

8日(日) 山の日

9日(月）振替休日

11日(水）平日→開館

９日(月)は窓口は休みとなりますので、利用を予
定されている場合は、６日(金)16:00までに鍵を
取りに来てください。

長等学区人口 12,499人 7月1日現在
男 5,838人 女 6,661人 世帯数 6,156世帯

次のような警報や指示が長等学区に発令された場合、長等コミュニティセンターは【休館】
となります。

■ 暴風警報・大雨特別警報・暴風雪警報 ■高齢者等避難 ■避難指示

長等学区子育てひろば

※開催の有無については、ホームページ

にてご確認ください。(上記QRコード）

次回は9月10日(金) 10:00～
11:30の予定です

８月はお休みです

長等学区の

ハロウィンイベント
詳細が決まりましたらお知らせ

します。お楽しみに！！

開催決定

【7月の子育てひろば】

大型絵本『はらぺこあおむし』
を使ってのペープサート（日本
で考案された簡易な紙人形劇）
を披露しました。

また「中すこやか相談所」の保健
師さんから、子どもたちの夏の感染
症についてのお話を伺いました。
また、滋賀県立大学看護学科の学生
さんによる女性の癌についてのお話
を聞きました。
みなさん、熱心に聞き入っておられました。

【6月の子育てひろば】

みんなで七夕の笹をかざりました。
感染のリスクを避けるため屋外のみ
の活動となりました。

※「チェリーくらぶ（0歳児対象）」は今年度の活動をすべてお休みします。ご了承ください。

「さくらくらぶ」
対象：0歳児～満１歳以上未就園児
会場：2F 大会議室



まち協2021年

第45回ラジオ体操の会からお知らせ

最終日７月３１日㈯にラジオ体操に来ら

れなかった方は、コミュニティセンター

内、まち協事務局で８月２日(月)～８月

１３日㈮の間に参加賞をお渡しします。

※必ず、カードを持って来てください。

青少年育成協議会

【次回開催日】

8月7日(土) 10:00～12:00 毎月第1土曜日
場所：長等コミュニティセンター

１階 和室

※密をさけるために少人数でお越しください。

子どもだけで借りに来る場合は、
保護者からまち協事務局へ前日ま
でにご連絡ください。

ボードゲーム貸し出します！

7月の第1回目は10組の親子や大人の
方が来られました。気になるゲーム
の説明を受けたり、楽しそうな箱を
手に取ったりして、借りていかれま
した。

体育文化部

第25回大津市学区対抗
ビーチバレーボール大会

開催日：7月11日(日) 9:00～15:40
（雷雨のため打ち切り）

3年ぶりの開催となった大会に女子
チーム、男子チームが参加。

女子チームは全員が初参加。男子チー
ムは経験者が半数以上で、3位に入賞
しました。

自主防災会

ＷＥＢ防災研修会のお知らせ

皆さんとともに長等の防災を考えていく
ため、ＷＥＢで研修会を開催します。

防災の現場で長年活躍されている丸山忠
司さんに「長等学区の防災について」お
話いただきました。

ユーチューブにアップしましたら、お知
らせしますので、ぜひご覧ください。

シニア連合会

菊づくり 定植についての説明会

開催日：7月2日(金) 14:00～
場所：長等コミュニティセンター
講師：西川厳氏

7月初旬の植え替えの際
の注意点、その後の
生育方法について、
お話とアドバイスを
いただきました。



子どもたちが地域で活躍できる夏休みに!! ～皇子山中学校～

狂言発表会を開催しました
長等小学校では、６年生の「狂言発表会」を６月２４日（木）・２５日（金）に、大津市伝統芸能

会館で開催しました。
演題は「附子（ぶす）」で、昨年度に引き続き、参観者を限定するなど、例年とは異なる持ち方にな
りましたが、「大津なごみの会」様の指導のもと、練習を重ねた成果を発揮し、室町時代から続く我
が国の伝統芸能を披露することができました。
この取り組みは、市伝統芸能会館が開館した翌年の１９９６年から毎年続けており、今年で２６回目
を数えます。
長等小学校では、地域の方々や保護者の皆様の見守りやご協力のもと、
「大津絵（５年）」や「長等プロジェクト（５年）」、「琵琶湖疏水（４
年）」など、「長等の地域の宝を生かした学習」に取り組んでいます。
今後も、豊かな歴史、文化、自然を身近に感じられる、本校ならではのよ
さを生かした教育活動を充実させていきます。

もうすぐ創立１５０周年！
長等小学校は、２０２３年（令和５年）２月１１日に、創立１５０周年を迎えます！
長等小学校は、１８７３年（明治６年）に、東今颪(現長等三丁目) 本福寺に「修道学校」、小川町(現
長等一丁目) 青龍寺に「弘道学校」が設立されたのが始まりです。
小学校では、大津市歴史博物館等のご協力を得て、昔の長等小の写真展や記念品の作成・配布などを
計画しています。

大津市立長等小学校

大津市立長等幼稚園
大津市立長等小学校
大津市立皇子山中学校

～夏季総体に向けた各部の決意表明より～

1学期が終わりました。昨年はコロナによる休校のため短い夏
休みでしたが、今年は７月１７日（土）から始まり、子どもた
ちには夏休みを満喫してほしいです。

夏休み中には部活動の大会や質問教室などがあります。昨年、
実施できなかったサマーボランティアが復活されることとなり、
子どもたちが、地域の中で活躍できる場があることに喜びを感じ
ています。

皇中生が参加する長等学区のサマーボランティア

〇長等寺子屋事業（８月３、６日）
〇長等ラジオ体操手伝い（７月２２～３１日）

大津市立皇子山中学校

木工遊びの姿から
5歳児が、かなづちで釘を打って遊んでいます。釘の長さと板の厚みを比べたり、打つと木が割れて

しまうことや、木によって打ちにくいものと打ちやすいものがあることにも気付く姿がありました。
うまく打てずに困っているAちゃんが、隣の友達に助けを求めます。でも気付いても
らえませんでした。片付けの時間になり当日は叶いませんでしたが、どうしてもやっ
てみたいので、翌日に再度挑戦しました。すると、昨日の友達が声をかけてくれて一
緒に交代しながら釘を打ったり、手で支えたりして協力し合う姿がみられました。
周囲にうまく伝わらないもどかしさなど様々な感情を抱く中で「やりたい」意欲が

支えとなり「あきらめない」気持ちが育まれます。そして、友達と協力し合う喜びに
もつながります！

幼小での学び合いから
幼稚園と小学校で「合同保育研究会」を行いました。子ども達の「遊び」は「学びそのもの」であ

るという幼稚園の教育を知っていただける一歩になりました。遊びを通して、学んでいる子ども達の
姿を紹介します。

大津市立長等幼稚園



2021

８月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

燃やせる
ごみ

燃やせない
ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

か ん

８ (山の日） ９ (振替休日） １０ １１ １２ １３ １４

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

ペットボトル

1５ 1６ 1７ １８ １９ ２０ 2１

燃やせる
ごみ

透明びん
茶色びん

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

か ん

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２8

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

ペットボトル

２９ ３０ ３１

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー

ＮＰＯ法人ながらまちづくり協議会に ご支援ご協力いただいてい
る会員の皆様です（毎月順不同掲載）


