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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)

長等学区人口 12,501人 8月1日現在
男 5,837人 女 6,664人 世帯数 6,160世帯

2021年10月分の貸館受付け

・受付開始 2021年9月1日（水）～

・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（平日）

ご利用が事務局業務終了後（平日17時以降）と

なる場合は、事前に鍵を受け取りに来てください。

■鍵の受け取り時間

【平日以外（土・日・祝日）の利用】

● 使用日前の平日 9:00～16:00

【平日17:00以降の利用】

●使用当日 9:00～16:00
※使用責任者の方は、利用時のご来館の際、

または鍵の引き渡しの際に【利用チェッ
クリスト】を必ずご提出ください。

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

長等学区子育てひろば

※現在滋賀県がまん延防止重点措置の適用対象となりま

した。大雨が続き警報も発出される中、外出の機会が少

なくなり、お家時間が長くなることで子どもさんとの時

間がいつもより長く感じられていることと思います。来

月は、さくらくらぶでみなさんとお出会いできることを

願っています。

【チェリーくらぶ（0歳児対象）】

今年度の活動をすべてお休みします。
ご了承ください。

場 所 長等コミュニティセンター
参加費 無料

持ち物 おむつ、お茶やミルクなどの水

分（お菓子は持って来ないでく

ださい）

【さくらくらぶ】

2021年 9月10日(金)  

コロナウイルス感染拡大のため
中止します

「まん延防止等重点措置」適用期間中はコミュニティセンターの開館時間が短縮になります。

開館時間： 午前9時～午後9時（閉館時間が早くなります）

期 間：2021年8月8日（日）～ 9月12日（日)

利用時は手洗いの励行・アルコール消毒・確実なマスクの着用・こまめな換気、3密の回避など、
感染予防対策の徹底をお願いします。

9月5日開催予定の「第56回大津市民
体育大会」は中止となりました。
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まち協
青少年育成協議会

7月からスタートした「ボードゲームの貸
出 事 業 」 の 2 回 目 を 行 い ま し た。 7 月 に
ボードゲームを借りた親子からは、「家族
そろってゲームで盛り上がった」「楽しい
企画をありがとう」などの感想が寄せられ
ました。

新しいゲームも増やしましたので、この
機会にご家族で楽しんでみてください。
次回の貸し出しは9月4日（土）を予定して
います。（詳細はまち協事務局まで）

親子で楽しむ「ボードゲーム」貸出事業

開催日時：8月7日(土) 9:45～12:00
場所：長等コミュニティセンター
参加者：23人

大津警察署子ども安全リーダーに来て頂き、
安全教室が開催されました。

長等見守り隊の方も参加され園児にわかり
やすく人形劇で「誘拐にあわない為の５つの
約束」を教えていただ
きました。

大津市立長等幼稚園 安全教室

開催日時：7月16日(金) 10:00～11:00

場所：長等幼稚園 参加者：約30名

今年も夏の寺子屋を開催しました。
参加の小学生をはじめとして、皇子山中学

校ボランティアや青育協のス
タッフがコロナ感染症対策
に気をつけながら「宿題や
プリント」「手作りコマ」
「ゲーム」などで、楽しい
時間を過ごすことが出来ま
した。

夏の寺子屋

開催日時：8月3日(火)・6日(金) 9:30～12:00
場所：長等コミュニティセンター
参加者数：2日間合計のべ82名

【まちがい さがし！】
下の絵の違っているところを右の絵に〇で囲んで下さい

【長等小学校歴史クイズ～もうすぐ創立１５０周年！～】

Ｑ１ 長等小学校ができたのは、いつでしょう？
①１８７３年（明治６年）
②１８９０年（明治２３年）
③１８８０年（明治１３年）

Ｑ２ 長等小学校は、現在地（大門通５）に移る
前には、どこにあったでしょう？
①京阪電車・三井寺駅前（浜大津３丁目５）
②現在の川口公園の場所（浜大津３丁目１・８）
③現在の長等幼稚園の場所（三井寺町１０）

Ｑ３ 長等小学校は、西側を三井寺（園城寺）、
南東側を琵琶湖疏水と隣接しています。
「日本遺産（Japan Heritage）」に認定され
ているのは？

①三井寺（園城寺）のみ
②琵琶湖疏水のみ
③三井寺（園城寺）と琵琶湖疏水の両方

【長等小学校歴史クイズ こたえ】

Ｑ１（ ） Ｑ２（ ） Ｑ３（ ）

連絡先

住 所

お名前

今月号より趣向を凝らしたクイズを出題します。答えと必要事項を記入した用紙を切
り取り、長等コミュニティセンターの応募箱へ入れてください（平日9:00～17:00）。
毎月抽選で5名の方に賞品をプレゼントします。締め切りは9月20日です。

【今回の出題】長等幼稚園・長等小学校

き
り
と
り

！



大津市立長等小学校

大津市立皇子山中学校

大津市立長等幼稚園

５年生「大津絵教室」
長等小学校では、７月８日（木）に、大津絵教室を開催しました。
大津絵教室は、1973 年（S.48 年）に始まって以来、毎年開催を続け、今年で

４９回目を数えます。
大津絵は、江戸時代のはじめ、寛永年間（1624 年～ 44年頃）に生まれたと考え
られています。その後、東海道の大谷・追分付近で、「おまもり」や「おみやげ」
として売られるようになり、人気を博しました。さらに、松尾芭蕉の俳句に詠まれ
たり、近松門左衛門の人形浄瑠璃で取り上げられたりもしています。

５年生の児童は、髙橋松山先生から指導を受け、独自の技法を学びながら、地域
の伝統文化である大津絵を身近に感じることができました。教職員向けの「大津絵
研修」も、長等小学校、長等幼稚園、皇子山中学校の教員（希望者と転入者）を対象に、８月２３日（月）、
長等幼稚園において実施しました。

「長等っ子だより」のご紹介
長等小学校のホームページ内の「長等っ子だより」では、学校の様子を随時更新してお知らせしています。

どうぞご覧ください。
http://www.otsu.ed.jp/nagara/cafe/html/index.html

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

預かり保育初日は、たくさんの子ども達でにぎわいました。外で水遊びをしたり、
虫捕りやブランコをしたりして幼稚園での遊びをゆったり楽しむことができました。
預かり保育では、3歳児から5歳児の子ども達が、異年齢の中で関わり合って過ごす
良さがみられます。
優しくしてもらったり、思うようにならなかったりすることなどに触れることで、言葉を交わすことや気
持ちの折り合いをつけることなどを学んでいます。また、家庭的な雰囲気の中で、リラックスして過ごし
ています。

＊夏休み期間中、通常預かり保育は在園児皆が参加できます。定員があり、今年度は5回実施です。
＊特別一時預かり保育は、長期の休みに利用していただけます。要件があります。

園公開 日時 9月7日（火）、9日（木）１０：００～１１：３０ お待ちしております。 TEL ５２２－３６０５

夏休みも毎日子ども達の声が響きます！
預かり保育の子ども達が、夏休みも幼稚園に遊びに来ています。
全教職員が対応して実施しています！！

３０人の皇中生が参加させていただきました。ありがとうございました。

サマーボランティア、活動させてもらいました!
先月のnagarandでもお知らせさせてもらいましたが、長等学区でのサマーボランティアに参加させていただ
きました。地域のために、と中学生が協力させてもらえる場があることを、ありがたく思います。コロナ禍が
収束し、このような機会をさらに充実できる状況に早くなってほしいと願っています。
サマーボランティアへのご協力、ありがとうございました。
〇長等ラジオ体操手伝い（７月２２～３１日） 〇長等寺子屋事業（８月３、６日）



日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３ ４

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

か ん

５ ６ ７ ８ ９ １０ １1

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

ペットボトル

1２ 1３ 1４ １５ １６ 1７ 1８

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

か ん

１９ ２０(敬老の日) ２1 ２２ ２３(秋分の日） ２４ ２５

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

ペットボトル

２６ ２７ ２８ ２９ ３０

燃やせる
ごみ

紙ごみ プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2021年 ９ 月

このコーナーは、NPO法人ながらまちづくり協議会の賛助会員様の広告スペースです。
賛助会員にご入会いただくには、次の点のご協力をお願いします。

〇申し込み手続きは、まち協事務局備え付けの申込用紙に必要事項をご記入のうえ、1口

5000円の年会費をお納めください。

特典① 賛助会員にご入会いただくと、毎月25日全戸配布(3500部）の『nagarand まち協

NEWS』のカレンダー下段に年1回賛助会員様の広告を掲載させて頂きます。

特典② 学区内全世帯に配布されるエリアマップは、長等学区を北部と南部に分けた手書き

マップ上に業種別に分けて、賛助会員様の位置番号を地図の位置と住所、連絡先を紹介

します。

びんは色によって回収日が違います。ご注意ください。

・透明びんと茶色びん → それぞれ別の指定袋に入れて

・それ以外の色のびん →

びんの日

燃やせないごみの日


