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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 12,431人 1月1日現在
男 5,799人 女 6,632人 世帯数 6,117世帯

2022年3月分の貸館受付け

・受付開始 2022年2月1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）

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。

新型コロナウイルス感染症が市内でも年明けから急拡大し、今後も感染者の増加が懸念されます。
コミュニティセンターの利用にあたっては、体温測定、手指消毒、マスク着用、換気徹底、間隔確
保など、一人ひとりの基本的な感染対策の一層の徹底をお願いします。
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【ご注意ください】

2月11日(金)、23日(水)は祝日のため

利用を予定されている場合は

前日の16:00までに

鍵を取りに来てください。

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

■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

2月のさくらクラブ（0歳以上未就園児）

は中止いたします。

※開催の有無などホームページにも情報を掲載

いたしますので、ご覧ください(上記QRコード）

次回は3月11日(金)
10:00～11:30の予定です。

お楽しみに！

活動グループ紹介

STEP & GO
活動日時 毎週土曜日 9:00～13:00
活動場所 長等コミュニティセンター

2階大会議室
登録者数 男子 2名 女子 7名
会 費 2,000円/月
新入会員 募集中

3歳からのHIP HOPとチアダンスのサークル
です。体験レッスン参加者募集！一緒に楽しく
踊ってみませんか?

体験レッスン日時 2月12日(土) 11:00 

体験受付・問合せ 080-1458-9185（前川)

キッズダンスサークル



長等スポーツ少年団
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【今回の出題】皇子山中学校美術部

き
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連絡先

住 所

お名前

クイズコ－ナｰ！
今月の問題 ＆ 1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。2月18日(金)締め切り。

【
先
月
号
の
こ
た
え
】

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2月5日(土) 中止いたします
場所 長等コミュニティセンター １階 和室

【ボードゲーム】2月の貸し出し青少年育成協議会

次回予定日 3月5日(土) 10:00～12:00

毎月第1土曜日開催

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。

※事前予約不要。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。

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

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
】

1月9日に行われた大津市の消防出初式にお
いて、長年地域の消防防災活動にご尽力くだ
さった消防団の方々が表彰されました。

長等学区からは次の方々に贈られました。

■ 30年勤続表彰

山本 清さん 齊藤保幸さん

■ 10年勤続表彰

清水奈央也さん

■ 精励表彰 銅賞・団長表彰

秋本 旭さん 井元 潔さん

■ 支部長表彰

馬場 工さん

実施日：2021年12月19日(日) 参加者：34名

社会福祉協議会

【寄せ植え講座】

お正月を華や
かに彩る作品
ができあがり
ました。

共催：NPO法人ながらまちづくり協議会
長等コミュニティセンター

近隣のスポーツ少年団７団体２００
名！昨年はコロナ禍で長等スポーツ少
年団単独でしたが、今年は参加団も増
えました！

【年末三井寺清掃】実施日 2021年12月28日

【大津市スポーツ少年団 第５０回野球交流大会】
実施日 2021年10月10日～12月12日

長等スポーツ少年団野球部
が７年ぶり２回目の優勝！
４試合すべて、完封リレー
の勝利で大津市スポーツ少
年団２２チームの頂点に！



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

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

皇中のホームペー
ジへアクセスでき
ます。

長等小学校は、2023年（令和５年）２月11日に、創立150周年を迎えます。
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。
その後、1892年（明治25年）に、京阪電車・三井寺駅前（浜大津三丁目５）に
「大津西尋常小学校」ができ、1936年（昭和11年）に現在の長等幼稚園（三井
寺町10）の位置に移転しました。

現在の小学校の位置（大門通５）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。

小学校では、子どもたちをはじめ、地域の皆様やPTAとともに、150周年記念
事業を計画しています。ご理解・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

創立１５０周年まで、
あと１年！

例年実施の手話教室を開きました。地域の方をお招きして手話や思いを伝えるこ
とについて教えていただきました。聞こえる世界と聞こえない世界には壁があるよ
うに感じるとお話しくださり、人と人との心が通じ合うことが大切であることを学
びました。指文字や手話が使えるとよいのですが、そうではなくても身振り手振り
で伝え合うことが大切なのだと教わりました。

５歳児はグループに分かれて伝えたい言葉を相談し、どのようにして伝えるのか
ジェスチャーなどを通して表現しました。４歳児は、身近にある小動物や名称をど
う表現するか実際にやって見せていただきました。聞こえない人に声をかけるとき
にはどうするのか？など実際に体験もしました。

幼稚園で伝え合いたい気持ちや言葉による表現を育むことを大切にしていますが、
人に伝えたい気持ちや聞いてもらう嬉しさを感じ相手を理解しようとする姿に通じ
ていると思いました。短時間でしたが、とても貴重な体験となりました。

手話教室を開催しました！

長等幼稚園

TEL 522－3605

＊園児募集は随時

行っています。

彩りある掲示物などの取組 ～皇子山中学校～

〇皇中祭全校製作「モザイクアート」が横断幕に！
中央の校章を志賀・比叡平・長等・藤尾学区の象徴的な写真で囲んだものとなって
います。本校正門から見えます。

〇職員玄関が明るくなりました！
右の写真は、特別支援学級の生徒と美術部員が製作してくれた作品です。
職員玄関に掲示しています。

〇フォトブックの取組が始まっています！
中学２年生が、９月から校区内をめぐり写真を撮らせていただいています。１月
１８日（火）には、グループで校区にある店舗、寺社、史跡等を訪ねさせていただ
きました。撮った写真と簡単な紹介文をつけ小冊子にまとめる予定です。
お楽しみに！



日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３ ４ ５

燃やせない
ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

か ん

６ ７ ８ ９ １０ １１
(建国記念の日)

１２

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

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

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

２０ ２１ ２２ ２３
(天皇誕生日)

２４ ２５ ２６

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

２７ ２８

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 2 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

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）


