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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 12,442人 2月1日現在
男 5,806人 女 6,636人 世帯数 6,125世帯

2022年4月分の貸館受付け

・受付開始 2022年3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県内や市内では、なかなか落ち着いてきません。コミュニティセン
ター利用にあたっては、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。

Vol. 24発行 NPO法人 ながらまちづくり協議会
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３月21日(月)は祝日のため事務局はお休み
です。当日利用を予定されている場合は、
3月18日(金)の16:00までに鍵を取りに来て
ください。

【ご注意ください】

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

※コロナ禍の中だからこそ、子育て中の悩み

を話せる場所作りをしたいのですが、感染防

止のため、やむを得ず中止する場合がありま

す。中止の時には準備した製作の材料などを

コミュニティセンターで配布しますので、当

日10：00～11：00の間にお越し下さい。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

3月11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）

当日の内容 お雛様の衣装作り

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

活動グループ紹介

活動日時 (原則として）第1・2・4水曜日
10:30～12:30

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 女性 9名
会 費 4,000円/月
新入会員 募集中

娘(孫?)のような若く美しい先生と月3回
水曜日に少人数で楽しくコーラスしています。
歌の好きな方、まずは気軽にのぞいてみて
ください!

アプローズ
コーラス

※見学・入会希望の方はコミセン事務局
(TEL 524-3731)にお声掛けください。



【まちがいさがし！】 【今回の出題】皇子山中学校美術部
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クイズコ－ナｰ！
今月の問題 ＆ 2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。３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。

【ボードゲーム】

3月の貸出し
青少年育成協議会

日時 3月5日(土) 10:00～12:00
場所 長等コミュニティセンター １階 和室

返却日 4月2日(土) 10:00～12:00

毎月第1土曜日開催

【スポーツテスト・
レクリエーション】

実施日 2022年1月10日(月祝)

長等スポーツ少年団（団員107名）
はスポーツテスト実施後育成会・
指導者の協力でレクリエーション
（シッポ取り等のミニ運動会）
を実施しました。

長等スポーツ少年団

長等小学校創立１５０周年記念事業

１５０歳 を迎えます！長等小学校は 来年

1873年(明治6年)2月11日
東今颪(現長等3丁目)本福寺に修道学校
小川町(現長等1丁目)青竜寺に弘道学校 設立

今後毎月 シリーズでお知らせします。お楽しみに！

大津西尋常小学校(明治時代)
(写真所蔵:大津歴史博物館)

2023年(令和5年) 2月11日記念事業実施予定

設立以来の懐かしい写真や資料をお持ちの方、
ぜひお貸しください (まちづくり協議会事務局まで)

Vol.1

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。開催の有無等については、まち協事務
局にお問合せ下さい。

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
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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。

長等幼稚園 TEL 077-522-3605

＊園児募集は随時行っています。

長等小学校では、毎年、５年生が学区の良さや魅力を地域
や社会に発信する学習として「長等プロジェクト」という取
り組みを行っています。今年度の５年生は、来年2023年2月
11日に最高学年として150周年を迎える学年なので、「長等
プロジェクト」として、通常の活動に加え、長等小学校の
150周年を盛り上げる取り組みも行っています。その取り組
みの一環として、150周年を記念するロゴを作成しました。
ポスターも作成中ですので、またご覧になってください。

150周年記念長等小ロゴを作成しました！

☆卒業証書授与式
３月１５日（火）９：３０開式

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、在校生の入場や来賓の招待を行わず、会場の入場者

数を制限して行います。３年生の保護者様も最小限の人数で、感染防止対策にご協力ください。

令和４年度行事予定（感染症等の状況により、日程・内容とも変更する可能性があります）

４月 ８日（金）入学式 ６月 １日（水） １年ふるさと体験学習（日帰り）
４月２１日（木）家庭訪問 ６月 ２日（木） １年ふるさと体験学習（日帰り）

～２７日（水）(持ち方については検討中) ７月１１日（月）～15日（金） 1学期末懇談会
５月１０日（火）部活動保護者会 １０月 ３日（月）～７日（金）皇中祭～体育祭・文化祭～
５月２５日（水）３年修学旅行 １０月２６日（水）～２８日（金） ２年職場体験学習

～２７日（金）２泊３日瀬戸内方面 １２月１５日（木）～２２日（木） 2学期末懇談会

今年は雪で園庭が真っ白になる日が多く、みんなで雪合戦や本
園ならではの築山からのソリ遊びなど、全クラスが入り混じり楽
しい時間を味わいました。その中で雪の冷たさを感じたり、木の
枝に積もった雪に雪玉を投げて落としたり、その雪の落ちる様に
不思議さを感じたり、雪に触れる経験をたっぷりしました。

プールに氷が張った日には、氷集めをして遊びました。寒さに
よって氷の厚さや形、模様などの違いにも気づきました。プール
の脇から見ている他学年の子ども達にも、氷を見せたり渡したり
し、自分以外の子のことも考えられる姿がみられました。氷の厚
さによって割れ方が違うこと、割れたらきれいな音がすること、
氷上に氷を投げると滑るように向こう岸までいくことにも驚き、
とても嬉しくなった子ども達でした。

体験を通して自然に興味関心をもち偉大さを感じたり、環境を
大切にしたりする心を育みたいと思っています。

冬ならではの自然に触れて！



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 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(春分の日） ２２ ２３ 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 ２９ ３０ ３１

燃やせる
ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 3 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）


