
 

    
 

 

 

 
 各団体や自治会など、地域のニュースやお知らせを募集しています！※次号発行予定は 10月 15日です。 

原稿の送付、問い合わせは igenoyama8@gmail.com 又は、下記記載の自治振興室へ 

 
 

 
 各団体や自治会など、地域のニュースやお知らせを募集しています！※次号発行予定は 10月 15日です。 

原稿の送付、問い合わせは igenoyama8@gmail.com 又は、下記記載の自治振興室へ 

 
 

 

長八コミュニティニュース 

 

 

 

第 14 号 

編集発行 ： 長岡第八小学校区地域コミュニティ協議会  
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長八小校区地域コミュニティ協議会事務局  長八小校区地域コミセン（体育館会議室）    

毎週月・木曜日は１３：00～１７：００、毎週火・金曜日は８：３０～１７：００ 

                    担当者：加藤 (久貝 2 丁目)       お気軽にお越しください  

              T E L   ９６３－５５５８  /  E メール   i g e n o y a m a 8 @ g m a i l . c o m                   

 

  

地域コーディネーター 

在室予定 

連絡先 

令 和元 年８月 １日  

 

 

 

 

 

 

 

 

校舎周りの草抜きなど、みんな  

の小学校をきれいにしよ～う！ 

 

長八小校区にお住まいの方ならどなたでも以下のような作品を出展できます。 

日  時：令和元年８月３１日（土）～９月１日（日） 

      １０：００～１６：００ 

場  所：長岡第八小学校 体育館 

       ※お車でのご来校は なるべくご遠慮ください。 

作品内容：１．絵画の部  日本画（水墨画含む）、洋画（油絵、水彩、他）とも 10 号以内 

                額装をしてください。（裏面に吊り紐を付けてください） 

        ２．工芸の部  工芸品（木工、染織、陶芸、金工、手芸、人形など） 

        ３．彫刻の部  彫刻、その他立体作品 

        ４．書の部   漢字、仮名、現代書及び前衛を問わない（篆刻刻字を含む） 

                額装、枠装、軸装をしてください。 

        ５．写真の部  カラー、モノクロを問いません。 

                パネル枠、額装してください。 

        ６．長八小児童 夏休み作品 

主  催：８スルくらぶ 

後  援：長岡京市教育委員会 

 申込み期限：令和元年８月１６日（金） 

       生涯学習推進委員 桝井聡一（開本） ９５７-００２４まで 
       お気軽にお問い合わせください。 

2018 年 出展作品 

日時 ８ /２５ (日) 
9:00～10:00 

7月７日（日）小畑川クリーン作戦 が行われ、 

たくさんの八小校区の皆さんに参加して 

いただきました。 

小畑川の川沿いに、こんなかわいいネズミが 

住んでいるんです。 

   

                子育てを守るために刈 

                 り取らず残したオギ群落 

 

 

 

 

 

 

 

              カヤネズミの球巣 

               直径は約１３cm 

 

 ※巣のあるオギ群落は 川べりにあり危ない 

           ので、近づかないでくださいね。 

         

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

カヤネズミって どんな ネズミ？ 

★日本で一番小さなネズミ  

★鼻先からお尻まで約 6cm 

★体重は 7～8g 

★子育ては 6～7 月と 10～11 月 

  オギやヨシの葉っぱを編んで丸い巣を作る 

★夜行性 

★主にオギなどの種を食べ、バッタも食べる 

★京都府の希少動物（準絶滅危惧種） 
 

ボク、カヤネズミ  ! 

 

mailto:igenoyama8@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 「「「８８８スススルルルくくくらららぶぶぶ」」」かかからららのののおおお知知知らららせせせ   コココミミミュュュニニニテテティィィ協協協議議議会会会かかからららのののおおお知知知らららせせせ   

　障がい者、子育て支援等）

・コミュニティニュース

　の発行

・学校開放会議

・長八文化まつり

・市民運動会

・総合型スポーツクラブ運営

・防災マニュアル

・防災避難所運営訓練

・避難所運営マニュアル

・友好祭

・PTA夏まつり協力

・少年補導パトロール協力

・PTAあきまつり協力

・小畑川クリーン作戦

・５３０運動

・長八クリーン作戦

・ガラシャ祭協力

・防犯活動

・福祉活動（お年寄り、

環境・福祉部会 青少年部会 ８スルくらぶ 防災部会 事務局

理事会

役員会

 

【収入の部】 （単位：円）

科目 今年度予算額 前年度決算額 比較 備考

繰越金 296,147 139,842 156,305 前年度繰越金

500,000 500,000 0 地域コミュニティ協議会補助金

117,000 117,000 0 青推協補助金

50,000 39,000 11,000 避難所運営訓練実施事業補助金

補助金合計 667,000 656,000 11,000

事業参加費 350,000 420,350 -70,350 事業参加費

雑収入 15,000 74,620 -59,620 寸志、預金利息等

計 1,328,147 1,290,812 37,335

【支出の部】 （単位：円）

科目 今年度予算額 前年度決算額 比較 備考

事務局員費 120,000 60,000 60,000 事務局員費＠1000円×48日×2人分

事務用消耗品（コピー用紙、イン

ク代、文房具購入、コピー費）

事業費 820,000 803,678 16,322

（印刷費23,000円＋配布委託料

　　　7,000円）×４回

環境設備費、 小畑川クリーン作戦・長八小内清

生涯学習費 掃費・長八文化まつり・友好祭

防災訓練費 100,000 58,011 41,989 校区一斉避難所運営訓練諸経費

備品購入費 100,000 96,330 3,670 防災備品等

会議費 30,000 5,394 24,606 会議用お茶等

予備費 198,147 0 198,147

計 1,328,147 994,665 333,482

600,000 627,239 -27,239

補助金

事務局費 60,000 29,263 30,737

ニュース発行費 120,000 118,428 1,572

 

５月２０日（月）に令和元年度地域コミュニティ協議会総会を行いました。 

長岡第八小学校区地域コミュニティ協議会組織図 

地域コミュニティ協議会理事会名簿 収支予算 

５月２５日（土）に令和元年度８スルくらぶ設立総会を行いました。 

「８スルくらぶ」名簿 「８スルくらぶ」名簿 

収支予算 

【収入の部】 （単位：円）

科目 予算額 前年度予算額 備考

校区運営事業費 102,732 100,983 長岡京市体育協会より

安全基金拠出金 15,297 13,503 各地区より

クラブ参加・加盟料金 0 0

雑収入 843 0

前年度繰越金 200,128 204,904

計 319,000 319,390

【支出の部】 （単位：円）

科目 予算額 前年度予算額 備考

安全基金拠出金 15,297 13,503

会議費 10,000 10,000 コピー、通信費、他

事業費 30,000 30,000 事業開催経費（S.D.飲物含む）

消耗品費 30,000 30,000 シャトル、ボール、他

備品費 50,000 50,000 ラケット、ネット、他

謝礼 40,000 40,000 各種団体講師料含む

SC長岡京ネット加盟金 20,000 20,000

雑費 703 0

予備費 123,000 125,887

計 319,000 319,390  

協議会役職 氏名 担当部会役職 所属

会長 髙間　信和 前青推協顧問

副会長 布野　純司 青少年部会会長 前青推協会長

副会長 毛利　元 ８スルくらぶ会長 前長八小PTA会長

理事 村上　真一 環境・福祉部会会長 地域
自治会長会代表
（開本自治会長）

理事 渡邉　勉 ８スルくらぶ副会長 学校開放運営協議会会長

監査 中村　篤深 青少年部会副会長 長八小PTA会長

理事 波多野　恭子 青少年部会副会長 少年補導委員会会長

理事 濱田　理恵 青少年部会書紀 長八小PTA

理事 桝井　聡一 ８スルくらぶ副会長 生涯学習推進委員代表開本

理事 谷川　洋志 ８スルくらぶ副会長 南浦地区代表

理事 大平　哲夫 学校 長八小校長

理事 眞田　三恵 長三中PTA役員
自治会長会代表
（久貝自治会長）

理事 野村　文夫 環境・福祉部会副会長 防犯委員

理事 山田　孝二 環境・福祉部会副会長 民生児童委員

会計 田中　宏幸 防災部会副会長 地域

理事 鈴木　真奈 ８スルくらぶ会計 子ども会

監査 野々口　敬子 学校 長八小教頭
前長八小総合型地域スポー
ツクラブ代表

事務局長 牟田口　美香 事務局 地域
地域コーディ
ネーター

加藤　善彦 事務局 主任児童委員

監査 熊井　修 ８スルくらぶ顧問

理事 山口　恵子 防災部会会長

理事 中山　健一 防災部会副会長

 

担当部会役職 氏名 所属

会長 毛利　元 前長八小PTA会長

副会長 渡邉　勉 学校開放運営協議会会長

副会長 桝井　聡一 生涯学習推進委員代表開本

副会長 谷川　洋志 南浦地区代表

会計 鈴木　真奈 子ども会

書記 原　美穂 久貝

書記 佐藤　由美子 久貝

庶務 木村　悠輔 久貝体振

庶務 相澤　将裕 久貝

庶務 石橋　賢 開本

庶務 丸尾　光弘 勝竜寺

庶務 松本　剛 城の里

庶務 大石　豊 久貝スポーツ推進委員

総合型スポーツクラブアシスタント

マネージャー城の里

顧問 冨岡　浩史 勝竜寺

顧問 熊井　修 前長八小総合型地域スポーツクラブ代表

運営委員 中山　晶彦 生涯学習推進委員勝竜寺

運営委員 波戸　健治 生涯学習推進委員南浦

運営委員 角野　幸子 生涯学習推進委員城の里

運営委員 坪内　三秩子 生涯学習推進委員久貝

運営委員 岡本　博子 開本地区代表

運営委員 酒井　美佐子 開本

運営委員 中村　賀子 開本

運営委員 折居　信孝 久貝地区代表　久貝体振会長

運営委員 佐々木　雅浩 久貝

運営委員 大橋　泰久 久貝

運営委員 永井　源泰 久貝

運営委員 久貝　正興 勝竜寺地区代表

運営委員 久貝　和夫 勝竜寺

運営委員 北井　美喜雄 勝竜寺

運営委員 落合　拓巳 城の里地区代表

運営委員 橋並　将人 城の里

運営委員 加藤　康博 城の里

運営委員 大泉　昭斉 南浦

運営委員 谷川　りつ子 南浦

庶務 渡辺　美穂

 

担当部会役職 氏名

運営委員 山田　恵子 学校開放 ＰＴＡ女子ソフトボール

運営委員 白石　淳司 乙訓ジュニア陸上教室

運営委員 渡邉　勉 空手教室陽心館

運営委員 押見　信利 ビーアンビシャス

運営委員 奥田　武彦 長岡京ＮＳＣ

運営委員 門田　勲 ピンポンを楽しむ会

運営委員 青木　京一 長八バドミントンクラブ

運営委員 名越　志保 若草ＦＣ　ＳＳ

運営委員 米田　嘉香 若草ＦＣ　ＳＳ

運営委員 石黒　昭浩 長岡京スラッガーズ

運営委員 米田　進 ダイヤモンドスター

運営委員 山田　孝二 南浦ＧＨＣ

運営委員 中村　篤深 長八ＰＴＡサークル

運営委員 鞆岡　伊三男 久貝クラブ

運営委員 松田　保男 長岡京球友クラブ

運営委員 池上　奈央 勝竜寺ＤＣ

運営委員 小野原　宏 久貝ＧＣ

運営委員 河西　靖 ＮＳＤ

所属

 

 
「８スルくらぶ」を設立しました。 

これからよろしくおねがいします！ 


