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第３７号

２０１９年１２月１日

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 長岡第三小学校区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・長三小ＰＴＡ・長岡第三小学校・

長二中ＰＴＡ・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

長岡京ガラシャ祭２０１９
11月10日晴天の下、「長岡京ガラシャ祭２０１９」

が

開催されました。その中での歴史文化行列にて、

長三小校区からは「桂昌院～けいしょういん～」に

伴う行列に参加致しました。

行列に参加していただいた方は右記の方々です。

行列にご参加いただいた皆さま

・吉岡 功二 様

・植村 あゆみ 様

・社領 佐和子 様

・木和 瞳 様

・八田 英行 様

・宇代 勝 様

・近藤 隆太 様

お忙しい中、ご参加いただき

誠にありがとうございました。

受持ち地域をパトロール後、

自由解散を予定しておりま

す。ご協力・ご参加の程、

宜しくお願い致します。

(ライト、反射材などご持参

下さい。)

年末校区内パトロール
１２月１９日(木)２０：００～（長岡第三小学校正門集合）

※荒天の場合、中止の可能性もありますが、

役員・理事の皆さまは１９：３０に地域交流セ

ンターにご集合下さい。

９月１９日(木)

天候にも恵まれ、亀岡湯ノ花温泉奥にある

「烟河～けぶりかわ～」にて、おいしい食事に加え、

カラオケ大会も開催し、楽しく有意義なひと時を過ごすこと

ができました。また、後日にお赤飯を配りました。

参加者の全員「とても楽しかった！」と笑顔の一日でした。

午前９時１５分のサイレンの後、各自治会ごとに避難訓練を開始

し、長岡第三小学校に避難を完了しました。参加者３６７名によ

る各ブースでの訓練は非常に意義のあるものでした。

避難訓練時の反省点としては、サイレン及び緊急速報メールが

鳴ってから、自宅より避難するのか、自治会館などの集合場所か

ら避難するのかのルールが各自治ごとに統一できていなかった為、

多少の混乱があったように思えました。

マンホールトイレ設置訓練
使いやすさなど利便性に優れているが、障がい者用、

高齢者向けの多目的用途への課題についても良い訓練

に。

消防車及び災害時

器具展示訓練

災害時用の器具につ

いては、それぞれの

使用方法、組み立て

方法、収納形式など、

随時知っておかなけ

ればならない知識を

確認する事のできた

貴重な時間となりま

した。
放水訓練
子ども達から大人の方、車いすの方まで多くの皆さまにご参加いただきました。

ハグ訓練…市役所の方と共同で熱弁！ かまどベンチ…非常食用「梅がゆ」大人気 避難所設営訓練…各自治会のアイデア満載！



1 2 3 4 5 6 7
【田内】餅つき大会
【薬師堂】清掃活動
【今里】もちつき大会（子供会）
【さんSUN】スポレクひろば
【彦林】公園友の会(仮称)

【向日が丘支援学校】小学
部あそびの広場

【向日が丘支援学校】小学
部あそびの広場

【すくすく】牛乳パックヨーヨー
（1・2年）ふるさとガイド（3～6
年）【薬師堂】指定ゴミ袋制度
説明会【彦林】元気サロンクリ
スマス会

【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
会館午前１０時～１２時)

【すくすく】
そろばん（2～6年）
【田内】サロンおばの会定
例会
【畑ヶ田】役員・班長会議

8 9 10 11 12 13 14
【薬師堂】餅搗き
【彦林】卓球クラブ

【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコ活動 【すくすく】
ステンドグラス風かざり
（1・2年）ドッヂボール（3
～6年）

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【今里】子ども文庫(自治
会館午前１０時～１２時)

【すくすく】
しめ縄作り（4～6年）
【田内】サロンおばの会
オープンサロン

15 16 17 18 19 20 21
【畑ヶ田】住宅内清掃
日、地区消火避難訓練
【さんSUN】さんＳＵＮ
ウィーク(15～20日学校開
放枠全枠)

【すくすく】
正月用飾り（1～3年）門
松作り（4～6年）

【田内】サロンおばの会ヨ
ガ
【彦林】元気クラブ茶話会
【コミュニティ】校区内パト
ロール

【薬師堂】クリスマス会
【今里】子ども文庫(自治
会館午前１０時～１２時)
【向日が丘支援学校】２学期
終業式

【田内】合同会議、サロンおば
の会オープンサロン クリスマ
ス会【薬師堂】定例会【さん
SUN】サンダース卒団式【あ
かね】長岡京市指定ごみ袋に
関する説明会

22 23 24 25 26 27 28
【薬師堂】資源ゴミ回収
【今里】自治会館大掃除
【畑ヶ田】クリスマス会
【彦林】卓球クラブ

【陶器町】古紙回収 【長三小】【長二中】
2学期終業式
【薬師堂】エコ活動

【薬師堂】年末防犯パト
ロール（25～29日）

【畑ヶ田】年末防犯パト
ロール（26～28日）

【長三小】12/28～2020年
1/4学校業務休止日
【田内】子供クラブ廃品回収
【今里】古紙回収（子供
会）、年末特別警戒パト
ロール（28～30日）

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
【長三小】【長二中】
3学期始業式
【三小ＰＴＡ】あいさつ運動
（7～9日）
【長三小】子どもの交通事
故防止推進日

【すくすく】算数・国語ドリ
ル（1・2年）未定（3～6年）
【彦林】元気サロン（善哉）
【向日が丘支援学校】３学
期始業式

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【田内】サロンおばの会
定例会

12 13 14 15 16 17 18
【田内】豊寿会例会兼新
年会
【薬師堂】会館清掃
【彦林】卓球クラブ

【薬師堂】成人のお祝い
【陶器町】古紙回収

【薬師堂】エコ活動 【すくすく】PTA担当 【田内】サロンおばの会
ヨガ【彦林】元気クラブ
(新年会)
【コミュニティ】理事会

【今里】子ども文庫(自治
会館午前１０時～１２時)

【田内】サロンおばの会
オープンサロン
【薬師堂】健康フェスタ、
定例会

19 20 21 22 23 24 25
【すくすく】
パラバルーン（1・2年）レ
ジン（4・5年）

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【今里】子ども文庫(自治
会館午前１０時～１２時)

【田内】サロンおばの会
オープンサロン、子供クラ
ブ廃品回収
【今里】古紙回収（子供会）

26 27 28 29 30 31
【薬師堂】資源ゴミ回収
【彦林】卓球クラブ
【さんＳＵＮ】ガラシャロード
レース(旧市民マラソン)

【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコ活動 【すくすく】
まりつき（1・2年）将棋教
室（3～6年）

【コミュニティ】役員会 【長三小】入学説明会
【今里】子ども文庫(自治
会館午前１０時～１２時)

　　　　 　　 　　　 　　　

２０１９年

２０２０年

焼豚のしげくに

広告

川浪住機

広告

カワナミ工建


