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合　　計
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２０２１年６月１日

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

≪長岡第三小学校区地域交流センター事務員在室予定時間≫毎週火曜・木曜(祝日除く)午前１０時～午後３時まで(１２時～１時除く)

※上記時間帯以外は、市役所市民協働部・自治振興室へ(955-3164)

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♪

ご 挨 拶

長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会会長

新緑の候 皆様にはますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度、長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会会長の橋本政道様の後任として、その役職を

担うことになりました。

橋本前会長には、設立準備から今日まで、当協議会の礎を築いていただき、また地域コミュニティの活

性化に向け、長きにわたりご尽力賜りましたことに対しまして厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、地域活動の中止・延期が余儀なくされ、地域の大切なつ

ながりが失われ、何もできない状況が続いています。既に「新しい生活様式」や「新しい日常」という言

葉が生まれています。

「３密」を避けながらも、人々が集い、話し合い、一緒に何かをするためにどんな仕組みや配慮が必要

なのか、地域としての一体感、人と人とのつながりを強めるための様々なイベントのあり方等について、

皆様からお知恵をお借りしながら模索したく思っております。

皆様方のご指導、ご助言、ご協力のもと、役員一同、気持ちを新たに、力を合わせて頑張ってまいりま

すので、どうぞ１年間よろしくお願い致します。

令和３年度総会中止に伴う、議案内容承認事項のご報告

役職 氏名

会　長 真継　嘉男 地域推薦

副会長 長谷　忍 薬師堂自治会　会長

副会長 大槻　賢夫 陶器町自治会・青少年健全育成推進協議会　会長

副会長 小林　正明 今里自治会

副会長 小林　茂 長岡京市少年補導委員会

理　事 梅津　久子 民生児童委員会　会長

理　事 山本　博一 長三小学校区すくすく教室　代表

理　事 尾瀬　さち子 長岡第三小学校　校長

理　事 大平　哲夫 長岡第二中学校　校長

理　事 家脇　麻紗美 長岡第三小学校PTA　副会長

幹　事 青山　岳史 あかね自治会　会長

幹　事 金澤　純一 陶器町自治会　会長

幹　事 長嶋　郁雄 田内自治会　会長

幹　事 永田　幸夫 畑ヶ田自治会　会長

幹　事 余田　登代治 彦林自治会　会長

幹　事 重井　優 舞塚自治会　会長代理

所　属　団　体 幹　事 橋本　政道 今里自治会　会長

幹　事 勝田　歳一 田内自治会、学校評議会

幹　事 小尻　絹代 長三小学校区学校開放運営協議会

幹　事 平井　俊次 さんSUNスポレククラブ代表

幹　事 正木　信博 第三小校区防犯委員会　代表

幹　事 山本　洋子 乙訓地区保護司会

幹　事 小山　博之 今里農家組合　組合長

幹　事 前野　芙美子 長岡第二中学校PTA

会計 網谷　億子 あかね自治会

監査 奥田　賢 長岡第三小学校　教頭

監査 小山　慎也 長岡第二中学校　教頭

事務局長 川浪　仁志 今里自治会

事務局員 稲井　広美 陶器町自治会

事務局員 川浪　奈加 今里自治会

事務局員 長岡　隆信 陶器町自治会

事務局員 田中　一夫 彦林自治会

コーディネーター 山田　種文 今里自治会

令和3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２年度事業実施報告
年　月　日

令和２年 ４月  １日 コミュニティニュース第３９号発行

　　　　　 ４月 ２２日 第１回理事会（感染症防止の為、中止）

　　　　　 ５月 １４日 第１回役員会（感染症防止の為、中止）総会関係資料を送付

　　　　　 ６月 　１日 コミュニティニュース第４０号発行

　　　　　 ６月 　４日 令和２年度総会（感染症防止の為、中止）

理事会並びに役員会の承認によりまして、総会で議決されたものとさせていただきました。

　　　　　 ６月 ２５日 第２回理事会（感染症防止の為、中止）文書で審議

総会の総括、総合防災訓練、長三まつり（案）について等

　　　　　 ７月 　２日 第２回役員会　令和２年度事業計画及び校区内防犯パトロールについて等

　　　　　 ７月 １０日 長三まつり準備(感染症防止の為、中止)

　　　　　 ７月 １１日 長三まつり(感染症防止の為、中止)

　　　　　 ７月 １６日 校区内防犯パトロール

　　　　　 ８月 　１日 コミュニティニュース第４１号発行

　　　　　 ８月 ２７日 第３回役員会（感染症防止の為、中止）関係書類配布で審議

　　　　　 ９月 　５日 長三小校内清掃(役員の皆様)
　　　　　 ９月 ２４日 第３回理事会　令和２年度今後の事業計画及び校内清掃振り返りについて等

　　　　 １０月 　１日 コミュニティニュース第４2号発行

　　　　 １０月 　８日 第４回役員会（感染症防止の為、中止）

　　　　 １０月 ２４日 長二中周辺清掃(感染症防止の為、中止)

　　　　 １０月 ２５日 総合防災訓練（感染症防止の為、中止）

会長及び副会長は、市総合防災訓練に参加（長岡第７小学校）

　　　　 １１月 　５日 第５回役員会（感染症防止の為、中止）

　　　　 １１月 １２日 第１回ながさんひろば実行委員会（感染症防止の為、中止）

　　　　 １２月 　１日 コミュニティニュース第４３号発行

　　　　 １２月 １７日 校区内防犯パトロール

令和３年 １月 １４日 第2回ながさんひろば実行委員会（感染症防止の為、中止）

　　　　　 1月 ２8日 第６回役員会（感染症防止の為、中止）

　　　　　 ２月 　１日 コミュニティニュース第４４号発行

　　　　　 ２月 　４日 第３回ながさんひろば実行委員会（感染症防止の為、中止）

　　　　　 ２月 １２日 ながさんひろば準備（感染症防止の為、中止）

　　　　　 ２月 １３日 ながさんひろば（感染症防止の為、中止）

　　　　　 ３月 　４日 第７回役員会（感染症防止の為、中止）

令和２年度事業総括　　その他

　　　　　 ３月 　７日 長三小体育館清掃(会長、コーディネーターが参加)

　　　　　 ３月 １１日 三役会　令和２年度事業報告及び令和３年度事業計画(案)について

令和３年度役員・理事・事務局について

令和３年度組織体制について　等

令和２年度　収支決算報告書

【収入の部】

予算額 決算額 差額

自治振興団体補助金　500000

1567000 1567000 0 青推協補助金　117000　事務局強化費900000

避難所運営訓練実施事業補助金　50000

170000 0 △170000 ながさんひろば食券売上

40000 40007 7 ニュース広告40000　利息7

145317 145317 0

1922317 1752324 △169993

【支出の部】

予算額 決算額 差額

1180000 923057 256943

910000 763800 146200 事務局員費

30000 24617 5383 消耗品費

10000 0 10000 印刷製本費

10000 0 10000 通信運搬費

220000 134640 85360 備品購入費

725000 409716 315284

100000 51934 48066 単独事業(避難所運営訓練)

330000 350398 △20398 コミュニティニュース発行費

5000 4378 622 防犯パトロール

40000 3006 36994 校内清掃

50000 0 50000 長三まつり

200000 0 200000 ながさんひろば

5000 0 5000

12317 0 12317

0 136200 △136200 自主運営事務局費市返還

1922317 1468973 453344

283351 令和３年度へ繰越

科　　目

市補助金

事業収入

雑収入

前年度繰越金

合　　計

説　　明

科　　目 説　　明

事務局費

事業費

会議費

予備費

残　　金

次年度へ繰越

合　　計

令和３年度　収支予算

【収入の部】

科　　目 ３年度予算額 ２年度決算額 差額 説　　明

自治振興団体補助金　500000

市補助金 1567000 1567000 0 事務局強化費　900000

青推協補助金　117000

避難所運営訓練実施事業補助金　50000

170000 0 170000 ながさんひろば

40000 40007 △7 利息、広告費、寄付等

283351 145317 138034 ２年度繰越額

2060351 1752324 308027

【支出の部】

３年度予算額 ２年度決算額 差額

1210000 923057 286943

900000 763800 136200 事務局員費

40000 24617 15383 消耗品費

10000 0 10000 印刷製本費

10000 0 10000 通信運搬費

250000 134640 115360 備品購入費(印刷機リース等)

805000 409716 395284

150000 51934 98066 単独事業(防災訓練)

360000 350398 9602 コミュニティニュース発行費

5000 4378 622 防犯パトロール

40000 3006 36994 校内清掃

50000 0 50000 長三まつり

200000 0 200000 ながさんひろば

5000 0 5000

40351 0 40351

0 136200 △136200 自主運営事務局費返還

2060351 1468973 591378

説　　明

事務局費

事業費

会議費等

予備費

事業収入

雑収入

前年度繰越金

合　　計

科　　目

合　　計

残　　金

令和３年度　事業実施計画書

月 日 曜日 内　　　　容
　４月 　１日 (木) 　コミュニティニュース第４５号発行

２２日 (木) 　第１回　理事会
　５月 １３日 (木) 　第１回　役員会（感染症防止の為、中止）

　６月 　１日 (火) 　コミュニティニュース第４６号発行
　３日 (木) 　総会（感染症防止の為、中止）
２４日 (木) 　第２回　理事会

　７月 　１日 (木) 　第２回　役員会
　９日 (金) 　長三まつり準備（感染症防止の為、中止）

１０日 (土) 　長三まつり（感染症防止の為、中止）
１５日 (木) 　校区内パトロール

　８月 　１日 (日) 　コミュニティニュース第４７号発行
２６日 (木) 　第３回　役員会

　９月 　４日 (土) 　長三小校内清掃
１６日 (木) 　第３回　理事会

１０月 　１日 (金) 　コミュニティニュース第４８号発行
　７日 (木) 　第４回　役員会
２３日 (土) 　長二中周辺清掃
３０日 (土) 　防災訓練準備
３１日 (日) 　防災訓練

１１月 　４日 (木) 　第５回　役員会
１１日 (木) 　第１回ながさんひろば実行委員会

１２月 　１日 (水) 　コミュニティニュース第４９号発行
１６日 (木) 　校区内パトロール

　１月 １３日 (木) 　第２回ながさんひろば実行委員会
２７日 (木) 　第６回　役員会

　２月 　１日 (火) 　コミュニティニュース第５０号発行
　３日 (木) 　第３回ながさんひろば実行委員会
１８日 (金) 　ながさんひろば準備
１９日 (土) 　ながさんひろば
２７日 (日) 　長三小体育館清掃

　３月 　３日 (木) 　第７回　役員会
１０日 (木) 　三役会



1 2 3 4 5
【長三同好会】バドミント
ン

【長三小】5年生林間学
習（2・3日）

【田内】ヨガ（おばの会） 【田内】定例会（おばの会）
【陶器町】八ノ坪公園清掃
【畑ヶ田】役員・班長会議

6 7 8 9 10 11 12
【田内】公園除草（予備
日）
【さんSUN】スポレクひろ
ば

【田内】踊り（おばの会） 【薬師堂】エコタウン活
動
【長三同好会】バドミント
ン

【田内】ヨガ（おばの会） 【長二中】
薬物乱用防止教室
【田内】ダーツ（おばの
会）

【あかね】パッチワーク

13 14 15 16 17 18 19
【陶器町】古紙回収
【今里】老人会

【あかね】あかねサロン
【長三同好会】バドミント
ン

【長二中】校外学習（1・2
年）【田内】オープンサロ
ン（おばの会）・例会（豊
寿会）【あかね】にこにこ
クラブ

【田内】ヨガ（おばの会）
【あかね】あかねパソコ
ン

【田内】合同会議（自治
会）・オープンサロン（お
ばの会）【薬師堂】定例
会【陶器町】八ノ坪公園
清掃

20 21 22 23 24 25 26
【田内】防災訓練（サポー
ターズ）
【畑ヶ田】住宅内清掃日
【さんSUN】さんSUNウィー
ク(6/20～6/26学校開放枠
全枠)

【田内】踊り（おばの会） 【薬師堂】エコタウン活
動
【長三同好会】バドミント
ン

【長二中】
期末テスト（～25日）
【田内】研修会（自主防
災）

【長三小】授業参観・懇
談会（24・25日）
【田内】ヨガ（おばの会）

【田内】ダーツ（おばの
会）

【田内】古紙回収
【今里】古紙回収（今里
子供会）

27 28 29 30
【薬師堂】第一回地域懇
談会

【長二中】
いのちの学習（～30日）
【陶器町】古紙回収

【長三同好会】バドミント
ン

1 2 3
【田内】ヨガ（おばの会） 【長二中】3年生充実テ

スト（2日・5日）
【長二中】PTA環境整備
作業【田内】定例会（お
ばの会）【陶器町】八ノ坪
公園清掃

4 5 6 7 8 9 10
【さんSUN】
スポレクひろば

【田内】踊り（おばの会） 【田内】ヨガ（おばの会） 【長二中】3年生三者面
談（～15日）
【田内】ダーツ（おばの
会）・四役会議（サポー
ターズ）

【あかね】パッチワーク

11 12 13 14 15 16 17
【田内】公園除草（サ
ポーターズ）

【陶器町】古紙回収 【薬師堂】エコタウン活
動

【田内】ヨガ（おばの
会）・例会（豊寿会）
【あかね】あかねパソコ
ン

【薬師堂】定例会
【陶器町】八ノ坪公園清
掃

18 19 20 21 22 23 24
【畑ヶ田】住宅内清掃日
【さんSUN】さんSUNウィー
ク(7/18～7/24学校開放枠
全枠)

【田内】踊り（おばの会） 【長三小】【長二中】【向
日が丘支援学校】
1学期終業式
【あかね】あかねサロン

【長二中】乙訓大会（～
22日）
【田内】オープンサロン
（おばの会）
【あかね】にこにこクラブ

【田内】ヨガ（おばの会） 【田内】ダーツ（おばの
会）

【田内】オープンサロン
（おばの会）・古紙回収
【今里】古紙回収（今里
子供会）

25 26 27 28 29 30 31
【薬師堂】第二回地域懇
談会
【今里】防犯パトロール

【長二中】山城大会（26・
27日）
【陶器町】古紙回収

【薬師堂】エコタウン活
動

　　　　 　　 　　　 　　　

２０２1年

２０２1年

焼豚のしげくに

広告

川浪住機

広告

カワナミ工建

※各団体・自治会の予定は、中止・変更になることがあります。

※各団体・自治会の予定は、中止・変更になることがあります。


