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長等コミュニティセンターだより

ながらんど

facebookホームページ

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。

長等学区人口 12,492人 9月1日現在
男 5,833人 女 6,659人 世帯数 6,158世帯

2021年11月分の貸館受付け

・受付開始 2021年10月1日(金)～

・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。

※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。

「緊急事態宣言」が9月30日まで発出中です。緊急事態宣言解除後も引き続き利用時は手洗いの
励行、アルコール消毒、確実なマスクの着用、こまめな換気、密閉・密集・密接を避けるゼロ密な
ど、 感染予防対策の徹底をお願いします。

Vol. 19発行 NPO法人 ながらまちづくり協議会
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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 毎月趣向を凝らして、皆さんとお出会いするのを
楽しみにしています。

10月は、年間計画とは異なり、密を避けての開
催の準備をしますが、感染防止のため、中止せざ
るをえないかもしれません。

お互いに元気でお会いできる日を楽しみにして
います！より一層の感染予防を心掛けましょう！

【チェリーくらぶ（0歳児対象）】

今年度はお休みをさせていただいています。

長等健康推進協議会 代表 今井 恵美子

2021年10月8日金曜日 10時から11時頃

長等コミュニティセンター 2階大会議室

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）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
滋賀県において発出中の「緊急事態宣言」の期
間が延長されています。

長等幼稚園の未就園児の親子通園活動も中止
されており、小学校も感染リスクの低減のため
休み時間等を短縮するなどの工夫をして学校を
介した感染拡大の防止に努めておられます。

さくらくらぶでは地域で子育て中の皆さんに、

開催の有無は10月に入りましたらホームページ
でご案内いたします。または下記連絡先までお問
合せいただいても結構です。

長等地区民生委員児童委員協議会 馬場典子
（090-5168-7725）

【さくらくらぶ（0歳以上未就園児）】

〒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)

■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

今年度の文化祭は、新型コロナウイルスの感染の状況を
考慮しながら開催に向けて計画中です。
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社会福祉協議会・
民生委員児童委員協議会

敬老の日に際し、対象となる学区民の方
にご長寿のお祝いを贈呈いたしました。

みなさまどうかこれからもお元気でお過
ごしください。

賀寿の御祝いを贈呈いたしました

贈呈日：9月17日(金)
対象者：満88歳(米寿)及び100歳以上の方

計 102名

ちがうところを〇で囲んで必要事項を記入し、こ
の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。毎月抽選で5名の方に賞品
をプレゼントします。 10月20日(水)締め切り

【今回の出題】
大津市立長等幼稚園

き
り
と
り

クイズコ－ナｰ！

長等健康推進協議会

野菜を食べて健康アップ！

ただいま調理室前に「食生活
と野菜」に関するチラシを置
いています。どうぞご自由に
お持ち帰りください。食生活
に野菜を取り入れて健康に心
がけましょう。

10月3日(日)開催予定の

「第74回長等学区市民運動会」
は中止となりました。

青少年育成協議会

※中止の場合はホームページでお知らせします。

10月の予定

日時：10月2日(土) 10:00～12:00
場所：長等コミュニティセンター 1階 和室

毎月第1土曜日開催【但し2022年１月は８日(土)】

アナログゲームの楽しさを
ご家族みなさんでぜひ味わってみてください。

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？
こたえ ③三井寺（園城寺）と琵琶湖疏水の両方

三井寺（園城寺）は「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮

らしの水遺産」として、2015年（平成27年）に認定。琵琶
湖疏水は、「京都と大津を繋ぐ希望の水路琵琶湖疏水～舟に
乗り、歩いて触れる明治のひととき」として、2020年（令
和2年）に認定されました。

Ｑ１ 長等小学校ができたのは、いつでしょう？

こたえ ① 1873年（明治６年）

1873年（明治６年）に、東今颪(現長等三丁目) 本福寺に
「修道学校」が、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。2023年（令和５年）2月
11日に、創立１５０周年を迎えます。

Ｑ２ 現在地（大門通５）に移る前には、どこに
あったでしょう？
こたえ ③現在の長等幼稚園の場所

現在の小学校の位置へは、1952年（昭和27年）に県物産
陳列場の建物を改修して北校舎となった後、1957年（昭和
32年）頃から鉄筋コンクリートの現在の校舎が順次建設さ
れて、徐々に移転が進められました。

長等小学校歴史クイズ～もうすぐ創立150周年！～

9月号の答えと解説＆今月の問題

連絡先

住 所

お名前



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

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

OSK会議のご紹介

９月６日(月)、２学期のOSK会議に向けて、各学校の教員間でネットワークを使った リモート

（遠隔）による打ち合わせを行いました。OSK会議とは、「皇子山中学校区小中学生子ども会議」

の略称です。この会議のねらいは、皇子山中学校区にある4小学校と中学校の子どもたちの連携を図

り、より良い学区づくりのための自主的・実践的な態度を育てたり、目標に向かい取り組む中で、

皇子山中学校区の子どもたちの人間関係を形成したりしていくことにあります。一昨年までは学期

に１回、皇子山中学校に集まって、話し合いを行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響で、昨年度からはリモート会議という形式で各学校の取り組みを共有しています。今年も１学期

は、同じようにリモート会議を行いました。

新型コロナウイルスの影響で活動が制限される

ことも多いですが、 皇子山中学校区をよりよく

したいと思う子どもたちの想いを教員も大切に

していきたいと考えています。

長等幼稚園 ２学期が始まりました！

緊急事態宣言が発出された中、感染症対策をしながら、今しかできない遊びや
経験をしています。

感染症対策として、子ども達が正しい手の洗い方ができるようになることが大切です。洗い方の絵

表示を掲示し楽しい歌に合わせて手を洗っています。園での取り組みを知ってもらい、家庭と連携し

ながら生活習慣が身に付くよう取り組んでいます。

また、戸外に出ると、バッタの虫捕りをしたり、朝顔やひまわり、ふうせんかずらの種の収穫をし

たりしています。バッタの赤ちゃんが、側溝の穴に入ってしまい「お母さんと離れてしまうから、か

わいそう」と言って、棒を穴に入れて救出しようとする子どもの姿がありました。種取りでは、同じ

ひまわりでも模様が違うことや、植物によって大きさや形に違いがあることにも気付きました。自然

と関わりながらたくさん感じたり知ったりして

遊んでいます。
園公開 日時 10月25日(月) 10:00～11:30
お待ちしています。 TEL 522-3605

10月18日(月)～22日(金)の５日間、「文化祭ウィーク～みんなが主役～皇中祭」が皇子山中学校で
行われます。今年度は、新たな取り組みとして、各学年1クラスずつ3学年で“団”を８つ構成し、
団パフォーマンスを行います。これは、3年生を中心として考えた集団演技を団で行うものです。
また、デザインを各団で募集し、団ごとのＴシャツを作成しました。団パフォーマンスや文化祭の
準備活動などで着用します。現在、団パフォーマンスの発表に向け、各団練習を行っています！

文化祭ウィーク ～皇子山中学校～

〇団パフォーマンスに向けて練習中！

全校制作で
モザイクアートの作成も

おこなうよ♡

美術部、科学部
特別支援学級の
展示や吹奏楽部
演奏の放送など
もあるよ！



日 月 火 水 木 金 土

1 ２

か ん

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

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

1０ 11 1２ １３ １４ 1５ 1６

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

か ん

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

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

２４/３１ ２５ 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 10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


