
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。
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長等学区 子育てひろば

チェリーくらぶ（0歳児対象）

10月14日(金)  10:00～11:00

場 所 １階和室

参加費 無料

持ち物 おむつ、お茶など水分

（おやつは持参しないでください）

長等学区健康推進協議会
今井恵美子 TEL 524-1954

10月のチェリーくらぶは、ペットボトルを
使った簡単なおもちゃを、お母さんに作って
いただきます。
また、いつものように「お名前呼び」と「歌
遊び」をして楽しくすごします。

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

10月のさくらくらぶは、秋の縁日を予定して
います。

魚釣り、ハロウィン飾り、ボウリング、輪投
げをします。

体調に注意してご参加ください。

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）

10月14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）

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年11月分の貸館受付け

・受付開始 2022年10月３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）

新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、ピーク時に比べ減少傾向にありますが、クラスターなども発生

していますので、引き続き注意が必要です。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、基本的な感染対策をお願いします。

2022
10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 12,402人 9月1日現在
男 5,801人 女6,601 人 世帯数 6,185世帯

nagarand
長等コミュニティセンターだより

ながらんど

10月 ２(日) 長等学区市民運動会

10月30日(日) ハロウィン2022

11月 5日(土)
6日(日)

文化祭

今後の予定



まち協

日 時 10月１日(土) 10:00～12:00

場 所 １階和室

返却日 11月５日(土) 10:00～12:00 

ボードゲームの貸出し

お知らせ
第７５回 長等学区市民運動会を開催します

日 時 10月２日(日) ９:00 ～ 15:30(予定)

予備日10月10日(月祝）

会 場 長等小学校グラウンド

ご家族で奮ってご参加ください。

ながらまちづくり協議会

8月27日(土) 長等小学校グラウンドにおいて、

３年ぶりに「ながらカーニバル」を開催しました。

爽やかな風が吹く中、ステージ発表やカラオケ

大会、各種団体によるゲームや、長等小学校の

150年の歴史が写真やビデオで展示されたり、最

後は恒例の江州音頭でしめられました。

2000人以上の方が参加され、楽しいひと時とな

りました。

ながらカーニバル2022を開催しました 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

「ながらハロウィン2022」
を開催します

日 時 10月30日(日) 雨天中止

場 所 皇子山総合運動公園

対 象 小学生とその家族
※詳細は後日ちらしを配布します

青少年育成協議会

第７５回 文化祭を開催します

日 時 11月５日(土)・６日 (日) 

会 場 長等市民センター全館

その時の様子をHPに
動画で載せています



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

二学期が始まり、皇中祭に向けての取組がスタートしました。

昨年度から始まった団パフォーマンスでは、１年生から３年生が縦割り色別団を編成し、団長、副団長、

ダンスリーダーが中心となって、ダンスパフォーマンスの練習に取り組んでいます。また、全校でモザイク

アートを作成したり、今年度は伝統文化体験として、「競技かるた」を体験したり、本校卒業生の「ゴリラ

祭ーズ」の演奏を聴いたりする予定です。皇中祭本番が今から楽しみです。
学校HP

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！

「出前授業」和太鼓体験をしました！

皇中祭『10/3 (月)～10月/7(金)』に向けて！！

選書会贈呈式

7/8（金）の選書会で子どもたちが選んだ本を、ＰＴＡより寄贈いただきました。

9/7（水）にＰＴＡ清水会長さんから図書委員長に目録が贈られました。

創立150周年に向けて カウントダウンカレンダーを設置します

いよいよ、2/11までのカウントダウンが始まります。設置場所と開始日は次のとおりです。

１年：長等小学校 9/13～ ４年：大津市立図書館 9/22～

２年：皇子山中学校 9/21～ ５年：長等コミュニティセンター 9/26～

３年：長等商店街 9/20～ ６年：皇子が丘公園館（第一） 10/16～

長等小学校のホームページに、１５０周年に関するお知らせとして、

ポスター、記念歌、歌詞を掲載しています。どうぞご覧ください。

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

長等小学校と幼稚園で研究授業、保育を参観し協議会を実施しました。幼

児教育での経験がどう授業で発揮されていくのか、「生活科」の授業づくり

に幼稚園の教員も参加して一緒に授業を考えました。

幼稚園の保育では、５歳児が、折り返しリレーをするために、人数が合わ

ないと友達を呼びに行ったり、スタートの合図をする子が走る仲間に加わっ

て調整したりして、自分たちで遊びを進めている姿がありました。「次は

もっと遠くにしよう」「バトンは邪魔だから手でタッチしよう」など、それ

ぞれが思いを伝え合い主体的な子どもたちの姿に、幼児教育の良さがあるこ

とを実感してくださいました。

今後も、幼小で相互の教育を理解して、長等の子どもたちの成長につなげ

ていきたいと協同で研究をしていきます。

バトンの変わりに、小
さなフープを使おうと
したら、大きすぎたの
で、スタートの印にし
て始めたよ！

～皇子山中学校～



月 火 水 木 金 土

２ ３ ４ ５ ６ ７ １／８

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

９ １０（スポーツの日） １１ １２ １３ １４ １５

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

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

燃やせる
ごみ びん

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ かん

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

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

３０ ３１

燃やせる
ごみ

ごみカレンダー2022年 10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 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

びんの日

燃やせないごみの日


