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長等コミュニティセンターだより
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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。

〒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 12,427人 12月1日現在
男 5,798人 女 6,629人 世帯数 6,116世帯

2022年2月分の貸館受付け

・受付開始 2022年1月4日(火)

・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。
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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

■お問合せ 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

2022年1月14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）

年末年始休館のお知らせ

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。よろしくお願いいたします。

年末の大掃除
ありがとうございました

長等コミュニティセンターの登録利用者
団体(コーラス･アプローズ、ヨーガ長等、
Step＆Go)と長等健康推進協議会のみな
さまで館内の掃除を行いました。どうも
ありがとうございました。

長等学区文化祭を２年ぶりに
開催しました。今年度は、みつ
ばちこども園、長等幼稚園、長
等児童クラブ、 長等小学校、
皇子山中学校の作品を中心に一
般の方の作品も展示しました。

11月28日(日)

第74回 長等学区文化祭

『Re:Start 未来に繋ごう長等の文化』

皇中吹奏楽部による
オープニング

オープニングに皇子山中学校吹奏楽部の演奏を
披露いただき、約350名の方に来場いただきま
した。

12月10日(金)
楽しかった🎅さくらくらぶクリスマス会

多くの子どもさんの参加で「クリ
スマス会」を行いました。ブーツの
制作、クリスマスソングやハンド
ベル演奏、そしてみんなのお楽しみ
『サンタさん』の登場！一人ひとり
がサンタさんからプレゼントをもらい、ニッコリ笑顔

がとてもすてきでした。
今回はおかあさん方にもプレゼン

がありました。いつものお名前呼び
や、おたのしみ絵本もとても楽しん
でいた子どもたちです。
メリークリスマス‼
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【今回の出題】皇子山中学校３年生
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ク イ ズ コ－ナ ！ー
今月の問題 ＆ 1２月号の答え

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
取って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。 1月20日(木)締め
切り

「分からんとこだけ教えて塾」

学校の勉強で分からないところを気軽に聞ける無料

塾です。時間内いつ来てもいつ帰ってもOKです。

日時 毎週木曜日 17:00～19:00
場所 長等コミュニティセンター 2階大会議室、第1会議室

対象 小学生・中学生
持ち物 テストや問題集のわからないところ。教科書、

ノート、筆記用具

６つの違うところがあるよ。探して
〇で囲んでね。（サインは除く）

日時 2022年1月8日(土) 10:00～12:00
場所 長等コミュニティセンター １階 和室

【ボードゲーム】1月の貸し出し

青少年育成協議会

返却日 2月5日(土) 10:00～12:00
毎月第1土曜日開催

NPO法人ながらまちづくり協議会
長等学区社会福祉協議会

【
協
賛
】

体育文化連盟

文化教室【クリスマスリース教室】
実施日： 11月14日(日) 
参加者：30名
講 師：山本美穂 先生（御陵町 Flower秋桜）

市民センター大会議室
においてクリスマスリー
スを作成しました。参加
者の方がそれぞれの個性
を出した作品を完成しま
した。

作品は長等学
区文化祭に出
展いただきま
した。

【
先
月
号
の
こ
た
え
】

実施日：12月14日(火)
場 所：スカイプラザ浜大津
対 象：長等学区在住の未就園児親子

2021ながらんど
クリスマスコンサート

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

■ NPO法人ながらまちづくり協議会

０歳からの未就園児さん親子２３組、みつばちこど
も園年長ゆり組２５名、ここいろ保育園８名のおと

もだちが参加しました。
ギンさんララさんの楽しいス
テージで盛り上がりました。
♪ありがとうの花♪の歌が演奏
されるとみんなが自然に歌いだ
し、会場は終始温かいムードに
包まれていました。

※事前予約不要。当日お越しください。急なお休み
などは「野洲のおっさんおにぎり食堂」のホーム
ページでご確認ください。



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１年生の児童
がクラスごとに、11月29日・
30 日 、 12 月 ８ 日 の ３ 日 間 、
「みつばちこども園」や「長
等幼稚園」の園児の皆さんを
招待して「秋まつり」を開催
しました。

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

こども園・幼稚園との交流１年生

２年生に「おもちゃランド」
へ招待してもらった経験を生
かし、今度は自分たちがお兄
さんお姉さんとなってのおも
てなしです。どの児童もとて
も張り切って取り組んでいま
した。

地域のよさに触れて！！

長等分団さんによ
る消防自動車体験
や大津絵体験、三
井寺の鐘つき体験
など、地域の方や
文化にたっぷり触

れ合わせていただきました。
これらの体験が子ども達の生
活の中で表現活動につながっ
ています。

消防自動車では印象に残っ
たところが表現豊かに描かれ、

大津絵では描くスペースがな
くなると紙を足し、伸びやか
に筆を走らせる姿がありまし
た。

鐘つき体験では「三井の晩
鐘」の話をしてくださり、厳
かな鐘の音色を聞くことがで
きました。子ども達が「べん
べん」に会えなかった残念な
思いを、園に戻って自ら絵に
託し「今度会いたいな」

とお手紙にしました。
このように、遊び

や生活に、根付いて
いくことが値打ちの
あることだと思って
います

＊園児募集は随時行っています。

＊１月の0,1歳児ちびっこクラブ 1月11日～

2,3歳児ひよこクラブ 1月13日～

長等幼稚園

TEL 522－3605

皇中のホームペー
ジへアクセスでき
ます。

【落ち葉拾いボランティアの様子】

新年あけましておめでとうございます。
令和４年度、気持ちを新たに、「地域とともにある学校づくり」をめざします。そして、子ども
たち、教職員が元気よく、生き生きと活動し、笑顔あふれる学校にしたいと考えています。

本年度もどうぞよろしくお願いします。

第１学年では、キャリア学習として、「生き方を考える～地
域の先輩に学ぶ～」と題し、地域でご活躍の方々からお話を
聞かせていただこうと計画しています。令和４年２月３日（
木）・４日（金）の予定です。地域の先輩である皆様から、
中学生に励ましや期待することなどお話しいただけたら幸い
です。



日 月 火 水 木 金 土

１２/２６ １２/２７ １２/２８ １２/２９ １２/３０ １２/３１ 1（元日)

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 年始休み

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

年始休み
燃やせない

ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

か ん

９ １０(成人の日) １１ １２ １３ １４ １５

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

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

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

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

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

３０ ３１

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 1 月

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。

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）


