発行 NPO法人 ながらまちづくり協議会

nagarand
長等コミュニティセンターだより

2022
７月号

ながらんど

Vol. 28
長等学区人口 12,446人
6月1日現在
男 5,836人
女6,610 人 世帯数 6,193世帯
■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)

新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数には、減少傾向が見られますが、クラスターなども継続して発生
していますので、コミュニティセンター利用にあたっては、引き続いて、体温測定、手指消毒、マスク着用、
換気徹底、間隔確保 など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

2022年８月分の貸館受付け

ラジオ体操の会

・受付開始

2022年７月１日(金)

・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

７月２１日(木)
～７月３１日(日)
時 間 ６：３０～
期 間

9:00～17:00（平日）

場

所

長等小学校 グラウンド

【ご注意ください】

その他

雨天の場合は中止です

ご利用が事務局業務時間(平日9:00～17:00)以

ふるってご参加ください

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

長等学区

子育てひろば

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

６月の

７月８日(金) 10:00～11:30

さくらくらぶ

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
スタッフがはらぺこあおむしのペープサー
トを上演します。
中すこやか相談所より保健師さんが夏の感
染症のお話をしてくださいます。
相談したいことがあれば、
ぜひお話ししてください。
お楽しみに！

主催

NPO法人ながらまちづくり協議会

６月８日、梅雨入り前の暑い日、今月もたく
さんの親子が集まってくださいました。
長等幼稚園の先生とＰＴＡの方に幼稚園のＰ
Ｒをしていただき、未就園児のための広場も
紹介していただきました。
先生とのふれあい遊びも親子で楽しみました。
七夕の短冊にお願い事を書いたり、父の日の
プレゼントに用意したコップにシールをぺた
ぺた貼って遊びました。
お名前呼び・谷口先生の絵本も楽しい時間で
した。

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）

長等地区民生委員児童委員協議会

長等健康推進協議会

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
長等コミュニティセンター
〒520-0033 大津市大門通16番40号

TEL 525-1450 FAX 525-1460
TEL 524-3731（施設利用問合せ）
メール info@nagarand.com

まち協
長等小学校創立１５０周年記念事業

１５０歳

長等小学校は 来年

Vol.5

を迎えます！

【長等小学校の沿革ーその３】「長等小100年のあゆみ」より
【明治25年】 小学校令改正

2023年(令和5年) 2月11日
記念式典･イベント実施予定

【昭和16年4月1日】

【明治31年10月】 市制施行、改称

国民学校令公布、改称

大津市立大津西尋常小学校

大津長等国民学校

大津西尋常小学校

【昭和22年4月】
新学制６３３制施行、改称

大津市立長等小学校

(今堀町）

昭和11年4月、神出新校舎落
成(現在の長等幼稚園一帯)
4月17日、今堀町校舎より新
校舎へ全児童の移転完了
昭和11年には校庭に新しく御
真影の奉安庫が竣工し、学区
の軍人会により楠公像、２月に
は国旗掲揚台、14年には二宮
金次郎の石像が完成した

【明治31年】修業年限３カ年が４カ年に変

(神出新校舎）

更された。３年生、４年生女子に裁縫科が
週２時限加えられた。当時の遠足と費用は、
４年生は京都行き(疎水を船で)10銭
３年生は石山寺、瀬田唐橋行き３銭
１･２年生は不動山(山上町)行き

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)

青少年育成協議会

ボードゲーム体験 ＆ ボードゲーム大会！
日 時
８月６日(土) 10:00～13:00
場 所
２階 大会議室
参加対象 長等小学校もしくは
長等学区在住の小学生を含む家族
申し込み 下記 長等青少年育成協議会へメールで
申し込んでください
〆 切 り ７月１５日(金)

Mail: nagaraseiikukyo@gmail.com
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
場 所
対 象
持ち物

毎週木曜日 17:00～19:00
２階大会議室、第１会議室
小学生・中学生
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

大津市消防団 長等分団
大津市消防操法訓練大会 小型ポンプの部 優勝！

団員募集中！

５月29日に開催された
第27回大津市消防操法
訓練大会小型ポンプの
部において、長等分団
が日ごろの訓練の成果
を発揮され、優勝され
ました。
おめでとうございます！

タイトル：「8月6日ボードゲーム参加」
本 文：①参加人数と全員のお名前、
②子どもさんの学年または年齢
③代表者の連絡先電話番号
①②③を必ず明記してください

ボードゲームの貸出し
日 時 ７月２日(土)10:00～12:00
場 所 １階 和室
返却日 ８月６日(土) ９:45～10:30

親子防災体験キャンプ
日 時 ７月９日(土)～１０日(日）
場 所 皇子が丘公園
親子で防災について学習しながらキャンプを楽し
む「親子防災体験キャンプ」を企画しました。テ
ントの設営や、防災グッズの使用体験、非常食に
よる食事など、普段経験することの出来ない公園
キャンプを親子で楽しんでみませんか。
詳細を記載した開催案内は、長等小学校を通じて
６月14日に配布しました。募集は先着１０組程度
としています。

夏休みの「寺子屋」開校
日 時 ７月27日(水)・８月４日(木)・19日(金)
場 所 三井寺観音堂
今年の夏の寺子屋は、三井寺に戻って開催します。
夏休みの宿題などの勉強や、三井寺さんの指導で
写経か座禅も体験できます。
コロナ禍に配慮して、一回あたりの人数制限を行
い、三日間のうち一日だけの参加とし、昼食につ
いても提供は行いません。
詳細を記載した開催案内は、長等小学校を通じて
配布します。

大津市立長等幼稚園

TEL 522－3605

たくさん考え試して、やってみたよ！
プール付近でかえるの声がよく聞こえます。今年度も卵から孵ったオタマジャク
シをたくさん発見し捕ることにしました。三井寺にカニを捕りに行ったときに、ス
ルメでおびき寄せたことを思い出し、今回は煮干で釣って捕ることや、網やカップ
ですくうなどして様々な方法で試してみる事にしました。煮干ではつれないことを
経験したり、すばしこいオタマジャクシをカップ二つで挟み撃ちにして捕ったり、
いろいろ考えながら試して捕ることができました。子ども達の考えたことに合わせ
て活動できる工夫と体験を大切に取り組んでいます。その後は、他学年のクラスに
も分けてあげ、園全てのクラスで大切に飼育しています。手足が生えてきて、毎日
楽しみにしている子ども達です。
また、オタマジャクシを家で飼育したいとの希望の声があり、保護者の方にもオ
タマジャクシ捕りを体験してもらいました。園と家庭がつながるよい経験になって

います。
未就園児親子活動行っています！
活動日程、内容は、長等幼稚園とまちづくり協議会
のホームページをご覧ください。お待ちしています！

大津市立長等小学校
なかよし大作戦
本校では、子どもたちの自主的な活動を通して、互いの立場や考えを尊重し、協力しあ
える集団づくりを進めています。5/25（水）、学年が異なる児童とレクリエーションを通し
て交流を行う「第１回なかよし大作戦」を行いました。

創立150周年に向けて

「150周年の歌」完成

全校の子どもたちに歌詞を募集しました。長等
小学校150周年記念事業実行委員長の岡本信也さ
んが子どもたちのアイデアを歌詞としてまとめ、
曲をつけてくださいました。

三井のふもとにたたずむ校舎 今日も松の木が笑ってる
窓から見える 自然豊かな 大切な場所を忘れない
歴史重ねた 長等校に １５０本のロウソクを
みんなの笑顔 ずうっと ず～っと
１５０周年 長等校 ２００周年で また会おう

大津市立皇子山中学校
思い出いっぱい・笑顔いっぱい

～修学旅行・葛川ふるさと体験・体育祭～

念願かなって２泊３日の修学旅行を実施できました。３年生は、 ５月25日（水）から27日（金）まで神戸市・
岡山県牛窓方面へ出かけてきました。いかだ、カヌー、塩づくりなどを体験しました。
１年生は、６月１日（水）・２日（木）と学年を２グループに分け葛川ふるさと体験学習を実施しました。箸づく
りや火起こし体験を行い、焼いたあまごやマシュマロを味わいました。
６月８日（水）、９日（木）、１０日（金）には、学年毎の体育祭を実施しました。玉入れ、大縄跳び、綱引き、
全員リレーに取り組み、お互いを応援する声、励ましのエールに感動をもらいました。

皇中のホームページへ
アクセスできます。

2022年
日

７月 ごみカレンダー

月

火

水

木

金

土

1

２

かん
３

４

５

６

燃やせる 燃やせない
プラ
ごみ
ごみ
容器包装

１０

１７

２４/３１

７

８

９

燃やせる
ペットボトル
ごみ

１１

１２

１３

１４

１５

１６

燃やせる
ごみ

紙ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

かん

１８(海の日）

１９

２０

２１

２２

燃やせる
ごみ

びん

プラ
容器包装

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

２３

燃やせる
ペットボトル
ごみ

２９

３０

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 びんの日
びんの日
・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 燃やせないごみの日
燃やせないごみの日
認 知 症 高 齢 者
グループホーム

大津市長等２丁目１－１９
（大津市長等菱屋町商店街アーケード内）

TEL ０７７－５２２－５６５６
URL:https://www.rakujitusou.com

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）

