
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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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

12月は保健師さんが来てくださいます。育児
のお悩みなど気軽に相談していただけます。

12月のさくらくらぶは、クリス
マス会をします。
サンタさんからのプレゼントも
あります。
体調に注意してご参加ください。

10:00～11:30 ２階大会議室

新型コロナウイルス感染症は、増加傾向にあり、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
12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 12,366人 11月1日現在
男 5,776人 女6,590 人 世帯数 6,146世帯

nagarand
長等コミュニティセンターだより

ながらんど

第75回長等学区文化祭長等学区 子育てひろば

10:00～11:00 １階和室

問合せ 長等健康推進協議会
今井恵美子 ( 524-1954 )

チェリーくらぶ（0歳児対象）

11月5日・6日に開催された文化祭
は、皇子山中学校吹奏楽部の演奏
で始まりました。

約400人の来場者が長等小学校、
長等幼稚園、皇子山中学校等の子
どもたちや学区の皆さんの作品を
鑑賞しました。

作品の展示にご協力いただいた皆
様、ありがとうございました。

さくらくらぶ（0歳以上未就園児）

当日は、ささやかなクリスマス会
も予定しています。
かわいい赤ちゃんの参加をお待ち
しています。

12月１日(木) 令和５年１月の貸館受付開始

12月９日(金)
チェリーくらぶ
さくらくらぶ

12月 21日(水) 令和５年度利用者団体説明会

12月 29日(木)
～1月3日(火)

休館

12月の予定

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）

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）

令和５年度長等コミュニティセンター

利用者団体募集について

利用者団体は、学習活動で知識・技術の習得を目
指し、成果を地域へ還元し、活動を通じて、仲間
づくりと地域社会に貢献し、まちづくりに寄与す
ることを目的に活動する団体で、積極的に地域事
業にご協力、ご参加いただきます。

令和５年度利用者団体説明会
令和４年12月21日(水）13時～長等市民センター

問合せ 長等コミュニティセンター( 524-3731 ）



まち協

日 時 12月３日(土) 10:00～12:00

場 所 ２階大会議室

返却日 1月７日(土) 10:00～12:00 

ボードゲームの貸出し

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

青少年育成協議会

自主防災会

自主防災訓練を実施しました

11月13日(日)に長等小学校で自主防災訓練を行い
ました。
雨の中132名が参加し、体育館で中消防署や長等
分団の協力のもと、土のうづくり、被災者の救助、
心肺蘇生、避難所のテント設営などに熱心に取り
組みました。

まちづくり協議会

ハロウィンゲームラリー

皇子山中学生放課後カフェ

前回7月のカフェでは参加者が多く、会館に入り

きれなかったため、今回から当面の間学年別に開

催することになりました。

10月は３年生対象17名の参加がありました。

ゆったりとした雰囲気の中、ボードゲームやカー

ドゲームをしながらお喋りしたり、時々盛り上

がったりしながら、放課後の一時を思い思いに過

ごしました。

社会福祉協議会

FM草津で活躍中のGINさん、LALAさんと

一緒にクリスマスの歌を楽しみませんか

2022ながらんどクリスマスコンサート

日時 12月7日(水) 開場 10:45 開演 11:00

場所 スカイプラザ浜大津 (浜大津１-3-32）

対象 長等学区にお住いの未就園児親子

442名の事前申し込みに
加え、参加者の保護者や
スタッフを含めて800人
近くの参加で、晴天の中
楽しい時間を過ごすこと
ができました。

10月30日、皇子山総合運動公園内の三角公園にて、
「ハロウィンゲームラリー」を開催しました。



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

次第に秋が深まっていく中で、「オータムボランティア」と題して、学

区内にボランティアに出向きました。「長等学区文化祭」では、吹奏楽部

が演奏し、美術部をはじめとして、多数の作品を展示させていただきまし

た。

生徒会の役員選挙が行われ、生徒会長をはじめとする、新役員が決まり

ました。新執行部も募集され、多数の希望者が集まっているところです。

新執行部としてリーダー性を発揮されることを期待しています。

１年生・２年生はそれぞれ、キャリア教育の取り組みが始まりました。

地域の方々の協力を得ながら、よりよい取り組みとなるよう頑張ってほし

いものです。

３年生はいよいよ進路決定の時期が近づいてきました。それぞれが見事

な花を咲かせることを期待しています。 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！

見学や入園は、いつでも園にご連絡ください。

～皇子山中学校～

いじめ防止啓発月間の児童会の取組として、長等小学校をいじめのな

い学校にしていくため、黄緑リボンの取組を行っています。黄緑リボン

には『自分を大切にしよう・友だちの輪（友だちを大切にしよう）』と

いう思いが込められています。クラスで何ができるかを話し合い、「わ

たしたちのクラスは を実行します！」と黄緑リボン

に書き、廊下側のドアに掲示しています。

みんなで実行することにより、笑顔があふれる長等小学校にします。

笑顔があふれる長等小学校に！ ～児童会：黄緑リボン運動～

今年の大津絵は、「はやぶさ」と「とら」を描きました。1枚に収
める子や何枚も張り付けて大きくなる子など、それぞれがのびのび
と表現することができました。今年は保護者の方にもお手伝いをい
ただき、絵の具の出し入れや紙の貼り足しにご協力を得ました。子
どもたちの描く様子を間近で見ていただき、大津絵に触れていただ
きました。
また、長等分団の消防自動車も来園くださいました。乗車して運

転している気分や消防服を着て消防士気分を味わいました。未就園
児も親子で見せていただきました。
どちらの活動も、子どもたちや保護者にとって、地域の方に触れ

支えていただいていることを知ったり、愛着をもったりする機会と
なっています。

地域の人や文化に触れて！

実りの秋に新しい芽生え



日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３

燃やせる
ごみ かん

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

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

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

燃やせる
ごみ 紙ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ かん

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

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

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

燃やせる
ごみ 紙ごみ

プラ
容器包装

燃やせる
ごみ

年末休み

ごみカレンダー2022年 12月

年末年始（12月31日～1月３日）は収集がありません

このコーナーは、NPO法人ながらまちづくり協議会の賛助会員様の広告スペースです。
賛助会員にご入会いただくには、次の点のご協力をお願いします。

【申し込み方法】まち協事務局で申込用紙に必要事項をご記入し、年会費とともにご提出ください。

年会費は１口5000円です。

【特典】『ながらんど』紙面 及び『ながらカーニバル』等まち協主催イベントにおいて広告を掲示。


