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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６月分の貸館受付け

・受付開始 2022年５月２日(月)

・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

GW中にご利用の場合は、特にご注意ください。

【ご注意ください】

活動日時 第１・2・４水曜日(原則として)

10:30～12:30

活動場所 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！

※見学や入会を希望される方は、ながらまちづくり

協議会事務局(TEL 524-3731)にお声掛けください。

活動グループ紹介

アプローズ
コーラス

2022
５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 12,399人 4月1日現在
男 5,780人 女 6,619人 世帯数 6,116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

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

チェリーくらぶ（0歳児対象）

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）

５月13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 手型取り

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

長等学区 子育てひろば

今年度初めてのさくらくらぶを開催しました。

今年度もチェリーくらぶが開催できない状態ですの

で、０歳からの未就園児さん親子の皆さんに参加し

ていただきました。

名札づくりの後、民生委員の自己紹介、また皆さん

の自己紹介をしていただき地域デビューされました。

顔見知りをたくさん作ってつながって、子育てを楽

しみましょう。

5月は手形取りをします。

とった手形を使って母の日のプレゼントを作りま

しょう。

誘い合ってご参加ください。

４月のさくらくらぶ



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

まち協

第63回大津市学区対抗野球大会 出場

５月８日(日)皇子山総合運動公園多目的グラウンド

(第一グラウンド)において、１回戦（10時30分開始)

小野学区と対戦。

勝てば２回戦（13時30分開始）石山学区と対戦で

す。コロナ感染防止対策をして公園に来場ください。

2022年度NPO法人ながらまちづくり協議会
総会

令和４年度琵琶湖一斉清掃・一級河川清掃

琵琶湖一斉清掃・一級河川清掃

日時 2022年６月19日(日)

予備日 ７月３日(日)

7：30～９：00

※詳細については、後日、自治会長さんにご

案内いたします。

日時 2022年５月22日(日)

場所 ２階大会議室

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

【ボードゲーム】次回貸し出しは６月です

青少年育成協議会

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

Vol.3

2023年(令和5年) 2月11日
記念式典･イベント実施予定

現在、実行委員会を立ち上げ、記念事業、
式典、イベント内容を検討中です
お楽しみに

アキッピーも楽しみ・・・❣❣

【長等小学校の沿革ーその１】
・1872年9月2日、明治政府が「学制」を公布
学制：国を強くするためには、国民に教育を施すこと
が重要だと考えて公布される。特に小学校での教育が
重視され、満6歳になった男女は小学校に通うことが
義務付けられました。

・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)青龍寺に弘道学校 が開校

(出典：フリー百科事典「ウィキペディア」)

Yahoo JAPAN 地図

【青龍寺・弘道学校】

【本福寺・修道学校】

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)

現６年生の「長等プロジェクト実行委員会」が制作しました

150周年記念ロゴマーク

今年の桜もほんとうにきれいでしたね！！



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

疎水の桜や園庭の花が満開の中、新年度が始まりました。一つ大きくなった

４．５歳児の子ども達と入園したての子ども達が元気に遊んでいます。環境の

変化に戸惑う子ども達も、新しい人との出会いや場に少しずつ慣れてきていま

す。

幼稚園は生きる力の土台作りをする教育です。「よく遊ぶは、よく学ぶ」と

言われ、遊びを通して学びをたくさん得ています。主体的に遊び、思いを伝え

合う喜びを感じていけるよう保育の充実に努めていきます。

そして、今年度も幼小で教育のつながりを学び合います。保育・授業参観や

内容の計画等、相互で考え合う研修を通して幼小９年間の育ちにつなげます。

また長等を愛する子どもを目指して、地域の人やもの、伝統に触れた活動も

行っていきます。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

幼小連携を生かした教育をめざして！

＊R4年度未就園児親子活動【4・５月の予定】 お待ちしています！

2.3歳児〈ひよこくらぶ〉 ４/２５.５/９.１６.２３.３０（月）

0.1歳児〈ちびっこくらぶ〉４/２６.５/１０.１７.２４.３１（火）

令和４年度、92名の新１年生を迎え、全校児童592名でスタートしま

した。

長等小学校は、明治６年（1873年）２月11日に設立され、今年度創

立150周年を迎えます。長等小学校夢プロジェクト実行委員会が作成し

た「150周年記念ポスター」に「これからもみんなの笑顔を大切に長等

小学校をもりあげていきます」とありますよう、子どもたちの笑顔が輝

く活動に取り組んでいきます。

「創立150周年を迎えます」

「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。
http://www.otsu.ed.jp/nagara/cafe/html/index.html

「長等っ子だより」のご紹介

４月８日（金）に始業式・新任式・入学式を行いました。

２，３年生は、気持ち新たに新年度をむかえクラス発表に歓声をあげてい

ました。新入生は、緊張した表情で入学式をむかえていました。校長や在校

生代表の話を聞くときには、顔をあげ、話し手に体をむけて聞くなど、大変

素晴らしい姿を見せてくれました。小学校での教えの賜物ですね。新入生に

とっては、上級生による歓迎会、教科担任による授業、部活動見学と毎日初

めてのことばかりです。毎日、元気に登校してくれることを願っています。

本年度も「皇子山中学校・校区を愛し、校区の次代を担う生徒」を目標に職

員一同頑張ります。

保護者の皆様、地域の皆様、今年度もご理解・ご協力をどうぞよろしくお

願いいたします。

いよいよ令和４年度がスタート！！

皇中のホームペー

ジへアクセスでき

ます。



日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３（憲法記念日） ４（みどりの日） ５（こどもの日） ６ ７

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 かん

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

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

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

燃やせる
ごみ びん

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ かん

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

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

２９ ３０ ３１

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 5 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


