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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

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♪
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【１階】

会議室・・・折り紙、クラフト

家庭科室・・・ポップコーン、みたらしだんご

理科室・・・かたぬき、ゴム鉄砲

ランチルーム・・・プラバン

【２階】

図書室・・・ゴッドアイ作り

【相談室】

午前・・・紙芝居

午後・・・読み聞かせ

職 員 室 保 健 室

豚 汁
コーナー

うどん

コーヒー

お茶配布

オープニング

長二中吹奏楽部演奏

【体験コーナー】

・大玉サッカー

・ペタンク

・マンカラ

・スラックライン

・手作りコーナー

など、その他も楽しい

遊びがたくさん！！

食事場所（雨天変更）

受 付

券売り場

お花、野菜販売

小物、お菓子販売

煙 体 験

午 後・・・ドッチボール

大声選手権・・・１３時～

長三小校区の子ども達に新しい出会いや多くの体験を積ませると共に、地域の人々が集いふれあう交流の場としましょう。

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・社会福祉法人あらぐさ福祉会

自 転 車

安 全 教 室

午前の部11:00～12:00

午後の部13:00～14:00

【２ 階】

・まとあて

「南国土佐をあとにして♪」みんなで歌うよさこい節

彦林元気クラブの

クリスマス会

１２月４日エミナースにて

自治会秋季レクリエーション収支報告

（みどり農園でのみかんor椎茸狩り＆ＢＢＱ）

令和元年１１月１７日（日）午前９時３０分、エムケイ観光バスにて

薬師堂出発、井手町多賀所在の「みどり農園」にて、みかん若しくは

椎茸狩り及びバーベキューによる昼食。

その後、当地で餅つき体験、再び同観光バスにて薬師堂まで帰着。

帰着時間午後４時１５分でした。

終日快晴で無風状態、申し分の無いレクリエーション日和で

ありました。

大人２５名、子ども９名の合計３４名の参加会員の皆様が、世代の違

う会員同士、いろいろコミュニケーションが出来た事が一番でした。

１２月１９日（木）
年末校区内パトロールを実施致しました。

約３０名の方にご参加いただき、各校区・通学路

を見回りしました。

１４時～

地域交流センター

自転車マナー教室



1
【すくすく】そろばん教室（2
～6年）
【田内】サロンおばの会定
例会
【畑ヶ田】役員・班長会議

2 3 4 5 6 7 8
【彦林】公園友の会（仮称）
【さんSUN】スポレクひろ
ば、乙訓地区総合型クラブ
フェスタ

【長三小】校内図工展（5～
7日）【長二中】新入生保護
者説明会
【彦林】元気サロン（茶話
会）

【長三小】授業参観・懇談
会（6・7日）【長二中】授業
参観（1・2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】パラバルーン（1.2
年）石けんデコパージュ（3
～6年）【田内】自治会令和2
年度役員互選会【薬師堂】
南北ブロック会議

9 10 11 12 13 14 15
【彦林】卓球クラブ 【陶器町】古紙回収 【すくすく】トールペイント

（1.2年）吹奏楽体験（3
～6年）

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【コミュニティ】ながさんひ
ろば準備

≪ながさんひろば≫
【田内】サロンおばの会オー
プンサロン【薬師堂】自治会
定例会

16 17 18 19 20 21 22
【さんSUN】さんＳＵＮ
ウィーク(17～22日学校開
放枠全枠)

【すくすく】花菜摘み（4
～6年）

【長二中】期末テスト（20～
25日）【彦林】元気クラブ
（茶話会）【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)

【田内】子供クラブ廃品
回収
【今里】古紙回収（子
供会）

23 24 25 26 27 28 29
【彦林】卓球クラブ
【薬師堂】資源ゴミ回収

【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコタウン活
動

【長三小】6年生を送る
会
【三小ＰＴＡ】PTA総会

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【長二中】PTA総会
【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

1 2 3 4 5 6 7
長三小体育館大掃除（調
整会主催）
【彦林】公園友の会（仮称）
【今里】6年生を送る会（子
供会）

【長三小】ありがとうの
会（2校時）

【すくすく】PTA
【彦林】元気サロン（お
ひなまつり）

【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
(自治会館午前１０時～
１２時)

【すくすく】そろばん教室
（2～6年）
【田内】自治会合同会
議、サロンおばの会定例
会

8 9 10 11 12 13 14
【彦林】卓球クラブ 【陶器町】古紙回収 【向日が丘支援学校】

高等部卒業証書授与式
【薬師堂】エコタウン活動

【すくすく】未定（1.2年）
将棋教室（3～6年）

【田内】サロンおばの会
ヨガ

【長二中】卒業証書授
与式

【田内】サロンおばの会
オープンサロン

15 16 17 18 19 20 21
【今里】年度末総会
【さんSUN】さんＳＵＮウィー
ク(15～21日学校開放枠全
枠)

【向日が丘支援学校】
小・中学部卒業証書授与式

【長三小】卒業証書授与式
【向日が丘支援学校】
修了式【彦林】元気クラブ
（茶話会）【田内】
サロンおばの会ヨガ

【田内】サロンおばの会
オープンサロン
【薬師堂】自治会定例会

22 23 24 25 26 27 28
【彦林】卓球クラブ
【今里】評議員の改選

【陶器町】古紙回収 【長三小】【長二中】
修了式
【薬師堂】エコタウン活動

【田内】豊寿会例会 【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】子供クラブ廃品
回収
【今里】古紙回収（子供
会）

29 30 31
【畑ヶ田】自治会総会

　　　　 　　 　　　 　　　

２０２０年

２０２０年

焼豚のしげくに

広告

川浪住機

広告

カワナミ工建


