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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 12,460人 10月1日現在
男 5,803人 女 6,657人 世帯数 6,119世帯

2021年12月分の貸館受付け

・受付開始 2021年11月1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（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。

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、
引き続き感染予防対策の徹底をお願いします。
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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

【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。

長等学区健康推進協議会 代表 今井恵美子

開催の有無は11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）

長等学区 子育てひろば

2021年11月12日 金曜日

10:00～11:30

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）

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

10月の子育てひろば
～秋の縁日～をテーマに

釣りや輪投げ、うちわづくりなどを親子
で楽しみました。

シルバー人材センターの皆さんが草刈りボランティア

大津市シルバー人材センターの藤尾・長等地域委員会の
皆さんが「環境美化の日・地域清掃活動」として10月13日
に長等コミュニティセンター前の市道の植樹帯の草刈りを
していただきました。ありがとうございました。



【ミンジーのまちがいさがし！】
６つの違うところがあるよ。探して〇で囲んでね。

連絡先

住 所

お名前

【今回の出題】長等地区民生委員児童委員協議会

滋賀県の民生委員・
児童委員、

主任児童委員
キャラクター

き
り
と
り

クイズコ－ナ ！ー
10月号の答え＆今月の問題

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。 11月19日(金)締め切り

【先月号のこたえ】

体育文化部

文化教室「クリスマスリースづくり」

日時：11月21日(日) 13:00～

場所：長等コミュニティセンター 大会議室
講師：山本美穂 講師（Flower秋桜）
参加費：大人 1500円 小学生 1000円
定員：30名(先着順)

参加方法等詳しくは回覧チラシをご覧ください。

長等学区文化祭
日時：11月28日(日) 10:00～15:00

場所:：長等コミュニティセンター

2年ぶりの文化祭です。展示のみですが、学区民、
児童、生徒などの力作を見に来てください。

【滋賀県健康推進員団体連絡協議会】より、
多年にわたり地域に密着し、健康づくり等に
貢献活動をされた方に対して感謝状が贈られま
した。長等学区からは次の方々に贈られました。

■会長感謝状（80歳以上）

後藤 滋子さん 三上 久枝 さん

長谷川ふぢ子さん 港 好子 さん

社会福祉協議会

令和3年度特別会員ご加入の御礼

今年度も社協特別会員にご加入いただき誠に
ありがとうございました。頂戴した特別会費は
「寺子屋事業」「敬老お祝い」等々、福祉活動に
役立たせて頂いております。

今後ともどうか、ご理解とご協力賜りますよう
お願い申し上げます。

自主防災会

自主防災訓練(11/14)は中止します

11月14日に予定していた学区自主防災訓練
は、コロナ感染予防のため中止します。

日時 11月6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。

ボードゲーム
貸し出します！ 青少年育成協議会



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

長等小学校では、１０月８日（金）に、「選書会贈呈式」を
行いました。コロナ禍で予定より１か月遅れで、ようやく
実現できました。
寄贈くださった本は、７月２日の「選書会」で、子どもたち
自身が選んだ「読んでみたい本」の中でも、特に人気が
高かった161冊です。
贈呈式では、図書室においてPTA会長から図書委員会の
委員長（６年生児童）に、本が手渡されました。

PTAから図書を寄贈いただきました

http://www.otsu.ed.jp/nagara/cafe/html/index.html

「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。

長等っ子だより」のご紹介

＊ご来園ください＊
園公開 10月25日（月）10：00~11：30 園の様子や幼稚園の教育についてお話します

園児募集 【交付】11月1日（月）～5日（金） 3日（水）祝日はなし 14：00~17：00
【受付】11月8日（月）～12日（金）14：00~17：00

＊お問い合わせ 長等幼稚園 TEL ５２２－３６０５ お待ちしています。

コロナ禍において全体での運動会は実施せず、学年ごとに運動遊び参観とし
て実施しました。今年は東京オリンピックを見ていた子どもたちが多く、自分
たちの遊びの中に、たくさん生かされる場面がありました。
オリンピック選手として全力でかけっこをしたり喜んで体を動かしたりし
ました。5歳児は体を動かす遊びが終われば、「どんなふうに、頑張れました
か？」とインタビューをしたり、友達に手作りメダルを渡したりして、オリン
ピック選手に憧れをもったり、開催者のつもりになったりしてオリンピックの

気分を丸ごと味わいました。各ご家庭で保護者の方と一緒に見られたことが、園の遊びの中で友達と
共有され、個々の遊びの充実やクラス集団のつながりへと深まっていくことを感じました。

長等幼稚園オリンピック開催！！

「皇中祭」本番！！ ～皇子山中学校～
１０月１８日の週は、時間をかけて準備をしてきた「文化ウィーク～みんなが主役～皇中祭」の本番

でした。発表当日には、生徒会が舵取りをして取り組んだ全校制作のモザイクアートのお披露目や、
各学年の総合的な学習の時間の展示、特別支援学級や文化部の制作の展示が行われました。また、初
の試みとなる団パフォーマンスは、どの団にも創意工夫があり、団結力が感じられる発表となりまし
た。

皇中のホーム
ページへアクセ
ス で き ま す 。

３年生を中心に自分たちで内容を考え、うまくいかない点を話し合って解決し、本番まで力いっぱ
い取り組んだ生徒たちに大きな成長を感じました。感動をありがとう！

〇団パフォーマンスの様子 〇完成したモザイクアート



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
(文化の日)

４ ５ ６

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

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

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

１４ 1５ １６ １７ １８ 1９ ２０

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

２１ ２２ ２３
(勤労感謝の日)

２４ ２５ ２６ ２７

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

２８ ２９ ３０

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2021年 11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


