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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。

ホームページ

NPO法人ながらまちづくり協議会 事務局 TEL 525-1450   FAX 525-1460

長等コミュニティセンター TEL 524-3731（施設利用問合せ）

〒520-0033 大津市大門通16番40号 メール info@nagarand.com

2022年７月分の貸館受付け

・受付開始 2022年６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）

ご利用が事務局業務時間(平日9:00～17:00)以

外となる場合は、平日16:00までに鍵を取りに

来てください

【ご注意ください】

2022
６月号

■窓口時間 平日 9:00～17:00

■施設利用に関するお問い合わせは

TEL 524-3731 (まちづくり協議会)

長等学区人口 12,445人 ５月1日現在
男 5,824人 女6,621 人 世帯数 6,193世帯

nagarand
長等コミュニティセンターだより

ながらんど

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。

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

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）

６月10日(金) 10:00～11:30
場 所 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 七夕飾りつくり

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

長等学区 子育てひろば

５月のさくらくらぶ

5月のさくらくらぶは 手形取りをしました。

大きく開いた、かわいい手を絵具にたっぷり

つけ台紙におしつけるとかわいい手型ができ

ます。

この手形を使って母の日のプレゼントを作り

ました。

お名前呼び、今月の歌、に続きながら文庫の

谷口先生の絵本の読み聞かせ。

みんな静かに聞き入っていました。

6月は七夕の短冊作りと父の日のプレゼント

作りをします。

感染拡大等による中止の場合は前日までに

ホームページでお知らせします。

ながらまち協事務所までお尋ねいただいても

結構です。

ご参加お待ちしています。

チェリーくらぶ 再開します！

お待たせしました。

チェリーくらぶは大津市健康推進課のご指導で、

コロナ感染予防の対策のため長らく中止しており

ました。

このたび、許可が下りまして9月より実施できるこ

とになりました。

もちろん感染対策はしっかりしまして、0歳児との

遊びを受け入れます。子どもさんもお母さんも交

流の場として、ご参加いただきたいと思います。

長等学区健康推進協議会 今井恵美子 TEL 524-1954



まち協

日 時 ６月４日(土)10:00～12:00

場 所 １階和室

返却日 ７月２日(土) 10:00～12:00

貸し出しを再開します
ご利用をお待ちしています

青少年育成協議会

大津市赤十字奉仕団長等支部
退会についてのお知らせ

長年大津市赤十字奉仕団長等支部として活動を続けて

参りましたが、役員、会員様には、高齢化が進み、協

議した結果、存続が難しくなり、大津市赤十字奉仕団

から退会することになりました。皆様方には長きにわ

たりご協力、ご支援いただきありがとうございました。

開催日 ５月1２日(木) ８：45～

長等小学校にて大津警察署子ども安全リーダーの
方々に「犯罪にあわない為の５つの約束」につい
て防犯教室をして頂きました。
今年もコロナ対策の為、対象が1年生のみ参加で行
われました。
長等の見守り隊も参加され、寸劇を見ながら自分
の身は自分で守る事を学び
ました。

防犯教室

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 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

※事前予約は不要です。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。

【協賛】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

ボードゲームの貸出し

長等小学校創立１５０周年記念事業 Vol.4

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)

明治44年（1911年）発行の『大津市志』中巻に掲載された写真。長等小の前身で
ある大津西尋常小学校は、現在地と違い現京阪電車三井寺駅付近にあった。写真は
その時代の表門。もとは江戸時代湖岸にあった大津代官所の門を移築したもの。

長等校は疎水開通

に伴い古関に合併

滋賀郡

滋賀郡

滋賀郡

【明治14年】

第10小学校

第11小学校

（小川町青龍寺）

（東今颪本福寺）

大津村第八区

【明治6年8月創立】

大津村第九区

神出村

別所村・

小関村

弘道学校

修道学校

長等学校

古関教場

？

【明治9年6月】

今堀町校舎新築移転

【明治6年2月】 小学区域変更

第16小学区

第17小学区

第18小学区

今堀町

大津西尋常小学校

【明治25年】

【明治25年】

小学校令改正

【長等小学校の沿革ーその２】「長等小100年のあゆみ」より

2023年(令和5年) 2月11日 記念
式典･イベント実施予定１５０歳 を迎えます！長等小学校は 来年

(写真所蔵:大津市歴史博物館)

まちづくり協議会
「親子で第3回米づくりに挑戦」田植え会

開催日：5月14日(土) 10:00～12:00
場所：大津市伊香立のたんぼ・約60人

今年で３回目を迎える「親子で米作りに挑戦」の
田植え会は5月14日（土）に青少年育成協議会の募
集に応募した親子17組と、ながらまちづくり協議
会の清水理事長など役員、長等小学校150周年事業
実行委員メンバーあわせて約60人が参加し、大津
市伊香立の河合さんのたんぼで、滋賀羽二重餅の
苗を手で植えました。
この取り組みは、一年間を通じた活動として、
「田植え」「稲刈り」
「しめ縄づくり」「餅つき」を
親子で体験する企画としていて、
今回は田植えと親子ゲームなどを
青空の下で楽しみました。



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 TEL 522－3605

幼小連携を生かした教育をめざして！

「支持的風土のある集団づくり」

皇中のホームペー

ジへアクセスでき

ます。

園生活にも慣れ、やりたいことを存分に楽しみながら遊んでいます。

４歳児の子ども達が夢中でだんごむしを捕っていると、ナメクジが現

れました。「何これ？」「かたつむりみたいやけど・・・？」殻のつい

ていない体だけの虫を不思議そうに眺めています。そこへ、虫の好きな

５歳児がやってきて、たくさん捕れただんご虫を褒めてくれたり、さり

げなく「ナメクジもいるなあ」とつぶやいたりして、タイミングのよい

５歳児の自然な関わりに感動しました。異年齢児との関わりは体験の幅

を広げます。

R4年度未就園児親子活動

＊ひよこくらぶ〈2.3歳児〉

H31.4.2～R2.4.1生まれ

H30.4.2～H31.4.1生まれ

＊ちびっこくらぶ〈0.1歳児〉

R2.4.2~生まれ

活動日程、内容は、長等幼稚園、

まちづくり協議会のホームペー

ジをご覧ください。お待ちして

います！

小学校にも遊びに行き
ました。広い校庭で走った
り鉄棒したりしました。

子どもの学びが深まり、心が豊かになるためには、子どもたち一人ひとりが互いに支え合い、認め合う支持

的風土が大切です。今年度も、委員会活動や子ども議会、なかよし大作戦などを通して、子どもたちが互い

の立場や考えを尊重し、違いを認めて協力し合える集団づくりを進めます。「子ども議会」では、よりよい

長等小学校にするためにしていきたいことなどを自分たちで考えていきます。

創立150周年に向けて 横断幕ができあがりました

4/28 子ども議会 5/11 委員会活動

本格的に部活動が開始されました。5月からは中学1年生から3年生までが参加しています。

令和４年度春季総体および吹奏楽祭が、5月19日（木）20日（金）滋賀県内の各会場で行われます。大会に

向け、各部活動とも練習に熱が入ります。久しぶりの大きな大会です。日頃の練習成果が発揮されること

を祈っています。応援よろしくお願いします。

部活動が本格的にスタート！！

春季総合体育大会・吹奏楽祭に向けて



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 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

燃やせる
ごみ

紙ごみ
プラ

容器包装
燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 6 月

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）

４月から「びんの日」の出し方が変わっています！

・飲食用のびんは色分けせずに、全て同じ袋に入れて

・化粧品のびんなど飲食用以外のびんや哺乳瓶などの耐熱びんについては引き続き

びんの日

燃やせないごみの日


