かやりの里コミュニティニュース

始業式

長岡第二中学校では三年目を迎える
校長の川上雅範です。
平成３１年度、新入生１６６名を迎え、
全校生徒４５７名で長二中はスタートし
ました。新しい環境に少し戸惑いつつも、
生徒たちは授業や部活動、クラスの取組
など生き生きと活動しています。
長二中は「誰も除外しない、どの子も見捨てない」と
いう教育理念を掲げております。どの生徒もかけがえの
ない「ひとり」であることを心に深く刻み、教職員一同、
思春期の子どもたちに寄り添い、日々の教育活動を進め
ていく所存であります。
地域の皆さまには、日頃から何かとご支援いただき、
心より感謝申し上げます。今年度も長二中の生徒たちに
温かい眼差しを向けていただきますようよろしくお願い
いたします。

２０１９年６月１日

編集発行：長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会
電話・FAX 963－5544 メールアドレス kayarinaga3＠gmail.com

このコーナーは、地域の皆さまや自治会の行事、さんＳＵＮスポレク、すくすく教室など、日頃より
「地域コミュニティ協議会」に参画していただいている皆さま方の活動をご紹介させていただくコーナーです。
また、校区内の情報等も掲載して参ります。
長岡第三小学校校長として２年目を迎えた尾瀬さち子
です。
４月、満開の桜のもと新入生６３名を迎え、全校児童
４０１名で創立５３年目をスタートしました。始業式・
入学式での子どもたちは、やる気に満ちあふれ、まぶし
いほどでした。教室や運動場では、新しい教員、新しい
お友達との出会いに、はりきって学習や活動に取り組む
姿が見られます。
私たち教職員は、子どもたち一人ひとりが、自分の良
さやがんばりを尊いと感じられ、加えて自分と同じよう
にお友達の良さやがんばりも認められるよう、働きか
け・ことばがけをしていきたいと思います。
地域の皆様には、いつも子どもたちを見守り、学校を
支えていただき感謝申し上げます。今年度も温かいご協
力・ご支援をよろしくお願いいたします。

第３４号

地域コミュニティ協議会とは？
★自治会より広域な課題に対応する小学校区単位の連携組織です。
★校区内全戸配布のコミュニティニュースによる情報発信や、避難
所訓練、見守り活動、校区まつり、団体同士の連携などを通じて、
コミュニティ活性化を図ります。
★校区内住民全員が対象です。

入学式

『エコタウン活動』
昨年１０月より、自治会として新たな取り組みとして「エコタウン活動」を
行っています。管内２ヶ所のゴミ集積場にて毎月第２、第４火曜日の２回、
朝６０分程度のゴミ整理作業です。１０名の自治会員をメンバーとして登録し、
一回の作業に５名の方に作業をお願いしています。
メリットとして
① 行政からの業務委託ですので業務委託料が頂けます。会員に分配します。
② 作業にて回収したアルミ缶を業者に販売し、その収益金を得ています。
自治会の現資とします。

自治会活動を行う上での
原資を得る有効な活動です。

新入生オリエンテーション

入学式

～お詫びと訂正～
【模擬店コーナー】【販売コーナー】

下記について誤りがございましたの
で、訂正させていただきます。
かやりの里コミュニティニュース
第３３号平成３１年４月１日発行
【第３回茶話会 報告】で
ご紹介した自治会の名称

（誤）

彦林自治会
（正） 薬師堂自治会
深くお詫び申しあげます。

こちらのコーナーに、記事掲載 ・ イベント報告ができる活動情報を随時募集しております！
ご希望の団体がございましたら、コミュニティ事務局までご一報下さい。よろしくお願いいたします♪

【長岡第三小学校区 地域コミュニティ協議会】
★コミュニティ事務局
≪ 電話 ・ FAX ≫ 963-5544 ≪メールアドレス≫ kayarinaga3＠gmail.com
≪地域コーディネーター在室予定≫
毎週 月・木曜日ー8：30～12：00、水・金曜日ー8：30～17：00
※月・木曜日午後は市役所（自治振興室 955-3152）におります。（火曜日休み）

電話・メールでの
お問い合わせ等は
右のQRコードを
➡
読み取って下さい♪

【体験コーナー】【遊びコーナー】

令和元年度 総会開催
令和元年度「長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会総会」を開催いたします。
【日 時】
【場 所】
【議 題】

令和元年 ６月６日（木）１９：３０～
長岡第三小学校会議室（北校舎１階）
○ 令和元年度 役員について
○ 平成３０年度事業報告
○ 平成３０年度収支決算
○ 令和元年度事業計画（案）
○ 令和元年度収支予算（案）
○ その他

地域コミュニティ協議会は、長岡
第三小学校区内、全住民の方が対
象となります。
地域の連携・コミュニケーション
の活性化・情報交換の場として、
校区住民の皆様のご参加を心より
お待ち申し上げております。

主催 長岡第三小学校地域コミュニティ協議会
協力団体
あかね自治会・今里自治会・田内自治会・陶器町自治会・彦林自治会・畑ヶ田自治会・舞塚自治会・薬師堂自治会・
少年補導委員会・民生児童委員・今里農家組合・さんＳＵＮスポレククラブ・生涯学習推進委員・長三ＰＴＡ・長岡第三小学校・
長岡第二中学校・すくすく教室・学校開放運営協議会・保護司会・青少年健全育成推進協議会・向日が丘支援学校・
花ボランティア・乙訓障がい者支援事業所連絡協議会

２０１９年
1
【長二中】学校公開(午後)
【すくすく】そろばん
【畑ヶ田】役員・班長会議

2

3

4

【舞塚】ゴミゼロ運動
【薬師堂】花の苗植え

6

【長三小】林間学習

【コミュニティ】総会

(～６日・５年生)
【すくすく】折り紙(１・２年)手
品で遊ぼう(３・４・６年)
【彦林】茶話会(サロン)自治会
館13：30～15：30

【さんＳＵＮ】スポレクひろ
ば

9

5

10

11

12

13

【彦林】卓球クラブ自治会 【今里】老人会
館13：00～
【陶器町】古紙回収

【学校開放運営協議会】調 【すくすく】
【コミュニティ】理事会
整会議(７・８・９月分)
まりつき(1・2年)将棋教室
【薬師堂】エコタウン活動 (３～６年)

16

18

19

20

【畑ヶ田】住宅内清掃日

【すくすく】音楽であそぼ

【彦林】食事会(クラブ)自

【さんＳＵＮ】 さんＳＵＮ
ウィーク(16日～22日学校
開放枠全枠)

う！（1・2年）
吹奏楽体験（3～6年）

治会館12：00～

26

27

23

17

24

【彦林】卓球クラブ自治会 【陶器町】古紙回収
館13：00～
【あかね】普通救命講習会

30

25

7

8
【長二中】乙訓陸上競技大
会
【あかね】役員会議

14

15
【長二中】山城陸上競技大
会
【薬師堂】定例会

21

22
【今里】古紙回収(今里子
供会)

【薬師堂】茶話会

28

29

【長二中】修学旅行(～２ 【すくすく】縄跳(１～６年) 【コミュニティ】理事会
ＰＴＡ
７日)
【薬師堂】エコタウン活動

【長二中】前期環境整備作
業

【舞塚】役員会(地蔵盆)

焼豚のしげくに
広告

カワナミ工建

２０１９年
1

2

3

【すくすく】そろばん(３～６
年)
【あかね】四役会議

9

10

【さんSUN】スポレクひろ

【陶器町】古紙回収

【薬師堂】エコタウン活
動

【すくすく】避難訓練

15

16

14

21

22

23

【今里】町役会及び防犯パト
ロール【薬師堂】清掃活動・納
涼会【畑ヶ田】住宅内清掃日
【さんＳＵＮ】さんＳＵＮウィーク
(21日～27日学校開放枠全枠)

【陶器町】古紙回収

【薬師堂】エコタウン活
動

28

29

12

24

30

18

25
【長二中】山城大会(～
26日)

３０日)

31
川浪住機
広告

31

13
長三まつり

【彦林】オープンカフェ(クラ
ブ)自治会館13：00～

【彦林】卓球クラブ自治会 【長二中】京都府大会(～
館13：00～

17

11

19

【すくすく】パソコン教室 【彦林】茶話会(クラブ)自 【長三小】【長二中】
(３・４年)発明・赤い羽根
治会館13：00～
終業式
(５・６年)
【コミュニティ】校区内パ
トロール

館13：00～

6

年)レジン(３～６年)
【彦林】茶話会(サロン)自
治会館13：00～

8

【彦林】卓球クラブ自治会

5

【すくすく】素話・工作(1・2 【コミュニティ】役員会

7
ば

4

26

20
【長二中】乙訓大会(～２１
日)
【薬師堂】定例会

27
【今里】古紙回収(今里子
供会)
【舞塚】役員会(地蔵盆)
【あかね】役員会議

