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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。

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♪

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

令和元年度 長岡第三小学校区

地域コミュニティ協議会役員名簿

　　　　　　　　　令和元年度　収支予算

【収入の部】

科　　目 元年度予算

自治振興団体補助金

市補助金 667000円 青推協補助金、避難運営補助金

事業収入 170000円 ながさんひろば

雑収入 40000円 利息、広告費、寄付金等

前年度繰越 179243円

合　　計 1056243円

【支出の部】

科　　目 予算額

事務局費 346000円 事務局員費、消耗品費

印刷製本費、通信運搬費

備品購入費

事業費 695000円 単独事業

コミュニティニュース発行費

防犯パトロール、校内清掃

長三まつり、ながさんひろば

会議費等 5000円

予備費 10243円

合　　計 1056243円

説　　明

説　　明

日 時 令和元年６月６日（木）１９：３０～

場 所 長岡第三小学校 北棟１階 会議室

～ 総 会 次 第 ～

会長あいさつ（橋本会長）

自治振興室 河北室長あいさつ

議長選出・・・長谷氏

議案審議

・令和元年度役員について 参加者３５名
・平成３０年事業報告

・平成３０年度収支決算について

・令和元年度事業計画について

・令和元年度収支予算について

以上の案件が、審議された後、承認されました事を

ご報告いたします。

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

彦林卓球クラブ ハリきっています！！

メンバーは初心者からベテランまで。

みんなメキメキ腕をあげて、大いに盛り上がって

います。会場作りは、大変ですが、ラジオ体操か

ら始めて、充実した時間です。

彦林

自治会

自主防災会発足

６月３０日（日）地域交流センターを使用して、

薬師堂自主防災会の「発会式」を行いました。

生憎の天気（雨天）で、参加者数も伸びず、残念な点もありまし

たが、中小路市長や橋本コミュニティ会長はじめ、市の重鎮のお

方のご臨席を頂き、無事に式を終えました。市内では５６番目

（自治会として５５番目）の防災組織として正式に立ち上がりま

した。地域の皆様、宜しくお願い申し上げます。

薬師堂

自治会

長三小校内清掃・除草作業にご参加下さい！

８月３１日（土） ＡＭ１０：３０～ＡＭ１１：３０
中間休みを使い、子ども達と共に校庭の石拾いや除草作業を行います。

中間休み終了後は、大人だけで引き続き作業を行いたいと思いますので

趣旨をご理解いただき、たくさんの方のご参加をお願い致します。

会　長 橋本　政道 幹　事 長谷　忍

副会長 山本　博一 幹　事 勝田　歳一

副会長 大槻　賢夫 幹　事 児玉　和夏

副会長 小林　正明 幹　事 木村　直之

副会長 森上　郷 幹　事 嶋田　理展

理　事 梅津　久子 幹　事 山本　洋子

理　事 山本　博一 幹　事 嶋田　理展

理　事 小林　茂 幹　事 小林　幸子

理　事 尾瀬　さち子 会計 網谷　億子

理　事 川上　雅範 監査 奥田　賢

理　事 前林　泰史 監査 永砂　正弘

幹　事 川野　俊郎 事務局長 川浪　仁志

幹　事 金澤　純一 事務局員 稲井　広美

幹　事 吉岡　功二 事務局員 平野　菜穂子

幹　事 永田　幸夫 事務局員 長岡　隆信

幹　事 真殿　尊子 事務局員 田中　一夫

幹　事 上月　佳子 コーディネーター 山田　種文

体育館前に集合していただき

作業内容の説明を行います。

駐車スペースの関係上、

お車での来校はご遠慮下さい。

持ち物及び服装

雑巾、軍手、手くわ、カマ、スーパーの袋、汗拭きタオル、作業しやすい服

７月１３日（土）

今年も地域の皆様にご協力いただき、無

事に長三まつりを終える事ができました。

当日は、生憎の天気となりましたが、子

ども達はなんのその！元気な笑顔でお祭

りを楽しんでくれていました。ＰＴＡだ

けではなく、地域の方々がこれだけ子ど

も達の為にご尽力下さる素敵な伝統に心

より感謝申し上げます。

長三まつり実行委員 一同



1 2 3
【田内】サロンおばの会ヨ
ガ
【彦林】元気クラブオープ
ンカフェ

【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

【田内】サロンおばの会定
例会

4 5 6 7 8 9 10
【彦林】元気サロン茶話会 【田内】サロンおばの会ヨ

ガ
【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

11 12 13 14 15 16 17
【彦林】卓球クラブ 【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコタウン活動 【今里】子ども文庫(自治会

館10時～12時)
【陶器町】夏まつり(17日18

日)

【田内】自治会合同会議
【薬師堂】定例会

18 19 20 21 22 23 24
【今里】地蔵盆(子ども会)
【薬師堂】地蔵盆
【畑ヶ田】住宅内清掃日

【田内】サロンおばの会ヨ
ガ
【コミュニティ】理事会

【あかね】地蔵盆(24日25日)
【今里】古紙回収(子ども会)
【彦林】地蔵盆(夜店盆踊り)
【田内】サロンおばの会オープ
ンサロン

25 26 27 28 29 30 31
【今里】夏休み防犯パト
ロール
【彦林】卓球クラブ

【長三小】【長二中】
【向日が丘支援学校】
始業式
【陶器町】古紙回収

【長二中】部活動公開
【薬師堂】エコタウン活動

【コミュニティ】役員会 【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

【長三小】土曜参観・コミュ
ニティ除草作業

1 2 3 4 5 6 7
【さんSUN】スポレクひろ
ば

【長三小】振替休日・子ども
の交通事故防止推進日

【向日が丘支援学校】小学
部宿泊学習(3日.4日)
【三小ＰＴＡ】あいさつ運動
(3日～5日)

【すくすく】ジャンボカルタ
（1・2年）赤い羽根(3～6
年）
【彦林】元気サロン茶話会

【田内】サロンおばの会ヨ
ガ

【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

【すくすく】そろばん(2年
～6年)
【田内】サロンおばの会定
例会

8 9 10 11 12 13 14
【今里】町役会
【彦林】卓球クラブ
【畑ヶ田】敬老お祝い会

【学校開放運営協議会】調
整会議(10月11月分)
【陶器町】古紙回収
【田内】豊寿会例会

【薬師堂】エコタウン活動 【長二中】体育大会
【彦林】元気クラブオープ
ンカフェ
【田内】サロンおばの会ヨ
ガ
【コミュニティ】理事会

【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

15 16 17 18 19 20 21
【薬師堂】敬老の祝い
【畑ヶ田】住宅内清掃日
【さんＳＵＮ】さんＳＵＮ
ウィーク(15日～21日学校
開放枠全枠)

【陶器町】敬老お楽しみ
会
【田内】シルバーフェスティ
バル

【すくすく】算国ドリル(1・
2年)将棋教室(3～6年)

【彦林】敬老のつどい(湯
の花温泉烟河)
【田内】サロンおばの会ヨ
ガ

【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

【あかね】敬老会

【長二中】乙訓新人大会
(21日.22日)
【薬師堂】定例会

22 23 24 25 26 27 28
【彦林】卓球クラブ 【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコタウン活動 【向日が丘支援学校】中学

部宿泊学習(25日～27日)
【田内】サロンおばの会ヨガ

【コミュニティ】役員会
【今里】子ども文庫(自治会
館10時～12時)

【長三小】体育大会
【今里】古紙回収(子ども会)
【田内】サロンおばの会オープ
ンサロン
【さんＳＵＮ】市民大運動会競
技役員全体説明会

29 30
【さんSUN】市民大運動会
用具点検、景品など諸準
備

【長三小】振替休日

【長二中】中間テスト(30
日.10月1日)

　　　　 　　 　　　 　　　

２０１９年

２０１９年

焼豚のしげくに

広告

川浪住機

広告

カワナミ工建


