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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 12,461人 11月1日現在
男 5,808人 女 6,653人 世帯数 6,127世帯

2022年1月分の貸館受付け

・受付開始 2021年12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）

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。

Vol. 21発行 NPO法人 ながらまちづくり協議会
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日時
場所

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。

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。

長等健康推進協議会 代表 今井恵美子

開催の有無は12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1２月1０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）

『クリスマス会』

年末年始休館のお知らせ

キラリ★活動グループ紹介

趣味に、学びにとコミセンを利用されている方々を
ご紹介します。

中国語クラブ 中国出身の女性を講師
に迎え、聞きとりの練習、漢詩の朗読、テキ
ストの学習、日常会話など、中国語による日
常会話等を楽しく学んでいます。

活動日時 毎週火曜日
10:00～12:00 

登録者数 男性5名 女性2名
会 費 1ヶ月 5,500円
新入会員 募集中

※見学・入会希望の方はコミセン事務局に
お声掛けください。

２０２２

2021年12月29日(水)～2022年1月3日(月）
は休館いたします。新年は1月4日(火)から
開館いたします。貸館の受付も
1月4日(火)開始となります。
よろしくお願いいたします

FM草津で活躍中のうたのGINおにいさん、
LALAおねえさんと一緒に楽しみましょう!

日 時 12月14日(火) 10:15開場 10:30開演

場 所 スカイプラザ浜大津 (大津市浜大津1-3-32）

対 象 長等学区在住の未就園児親子

主 催 長等地区民生委員児童委員協議会
共 催 長等学区社会福祉協議会

■お問合せ 090-5168-7725（主任児童委員 馬場)

2021ながらんど
クリスマスコンサート

NPO法人ながらまちづくり協議会



【ミンジーのまちがいさがし！】

【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

連絡先

住 所

お名前

クイズコ－ナ ！ー
1１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。 12月20日(月)締め切り

【大津市社会福祉協議会】より、多年にわた
る貢献に対し感謝状が贈られました。

藤本 節子 さん（土橋町）
平井 健雄 さん（真西町）

長等グラウンド・ゴルフクラブ

グラウンド・ゴルフで健康に！
長等グラウンド・ゴルフクラブ （会員68名）は、
尾花川公園で週3回（火・木・土）練習競技を楽し
むとともに、公園の美化活動にも取り
組み、会員の健康保持・増進に努めて
います。あなたも参加しませんか。
入会の相談・ご希望の方は下記まで。

■連絡先：山本（077-522-5767）

一級河川清掃

おかげさまで学区内の河川が見違えるように
きれいになりました。
ご参加くださった皆様
ありがとうございまし
た。

実施日：10月17日(日)
参加者(自治会員)：226名、草木の回収：336袋

Before After

ながらまちなかウォークラリー

ハロウィン
10月31日(日) 開催

６つの違うところがあるよ。
探して〇で囲んでね。

写真館

コロナ禍の中、子どもたちの笑顔でまちを元気に！
今年はラリーのゴールを陸上競技場外周の公園に設け
ました。
幼稚園・小学校・中学校のPTAや皇中ボランティアを
はじめ各種団体の皆さんの力を結集して、みんなの心
に残る秋のイベントになりました。

ゴール＆
三角公園

【
先
月
号
の
こ
た
え
】



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

平和祈念館の平和学習６年生

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

長等小学校では、６年生が、１１月１日（月）に、県立の滋賀県平
和祈念館（東近江市）の先生をお招きして、平和学習を行いました。
お話を通じて、当時「徴兵検査」をしていた施設が、現在の長等小学
校の体育館のあたりにあったことをはじめ、いろんな軍の施設が長等
学区やその周辺にあったことなどを初めて知った児童も多かったよう
です。千人針や焼夷弾の実物なども見せてもらい、遠いできごとで
あった戦争について、自分に近づけて考えを深める機会となりました。

地域のよさに触れて！！

４，５歳児が長等公園に遊びに行きました。今回は展望台まで上り
ました。階段の多さと石がゴロゴロある山道に驚きながらみんなで楽
しく登りました。谷よりも山側を歩くほうが安全だと知ったり、下る
ときに「何にも急いでないのに足が動くの！」と下る感覚を体で感じ
たりする子どももいました。また、展望台では大津の町並みが見え、
地面一面に落ちたたくさんのどんぐりを夢中になって拾い集めたり、
広場で鬼ごっこをしたりして遊びました。自然の中で過ごす開放感や心地よさをたっぷり味わ
うことができました。改めて長等のよさを知るよい機会になったと思います。次は、３．４歳
児が小学校の校庭に遊びに行かせていただきます。異年齢で行くことに良さがあります！

他にも長等消防分団の方にお世話になり消防自動車を見せていただいたり、大津絵体験をし
たりして、たくさんの文化に触れるよい機会が続きます！楽しみです！

10月２８日（木）比良げんき村へ校外学習に行ってきました。メインイベントはなん
といっても「火起こし」。いかに摩擦を起こすか、酸素を送り込むか、という科学の力
もさることながら、協力や情熱も欠かせないと感じた人が多かったようです。それぞれ

持参したレトルトを温めて食べた昼食は、いつもとは一味違う思い出の味となりました。

【事後学習（俳句）】共同の火起こしあとの飯うまし ／ 家帰り思い出香る体操服

11月４日（木）待ちに待った修学旅行が実施されました。「県内・日帰り・バス
移動」の条件のもと、一人ひとりが滋賀のおすすめスポットを調べ、紹介し合い、
クラスごとに異なるコースを作り上げて迎えた本番は、お天気にも恵まれた最高の
一日となりました。びわ湖テラスからの絶景を味わったり、立ち寄ったサービスエ
リアでコロッケをほお張ったり、五感で滋賀の魅力を味わってきました。

【事後学習（俳句）】古寺に灯りをともす紅葉かな

【２年生】 火を起こせ！秘訣は科学か、情熱か？！

【３年生】 滋賀の魅力を再発見！～修学旅行へ行ってきました～



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 ２１ ２２ ２３ 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 ３１

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ 年末休み

ごみカレンダー2021年 12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

・１月は、４日㈫から通常通り収集があります。


