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第４７号

２０２１年８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

≪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♪

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

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

長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会

令和３年度 事業計画

７月１日(木) 役員会の様子

新型コロナウイルス感染防止対策を万全にしながら行われた役員会では、自己紹介の後に各事業について

現時点での報告、計画が話し合われました。

いくつかのイベント、事業が中止を余儀なくされ非常に残念な事ではありますが、校区内パトロールや防災訓練

について確認をされました。

校区内防犯パトロール

７月１５日(木) ２０：００～パトロール後解散

夏休みを目前に控えた蒸し暑い夜でしたが、約４０名の方に

お集まりいただき、マスク着用・会話や報告連絡事項は必要最低限にて、

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した状態で「校区内パトロール」

が行われました。お忙しい中、ご参加いただいた皆さまへ心から感謝を

申し上げます。

今後共、子ども達を初め、地域の防犯・防災の為に日頃よりのご理解、

ご協力をお願い致します。



1 2 3 4 5 6 7
【さんSUN】スポレクひろ
ば

【田内】踊り（おばの会） 【彦林】元気クラブ茶話
会

【田内】ヨガ（おばの会） 【薬師堂】自治会定例会
【陶器町】八ノ坪公園清掃【田
内】四役会議（自治会）、定例
会（おばの会）

8 9 10 11 12 13 14
【彦林】彦林卓球クラブ 【長二中】学校業務休止

日（～16日）
【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） 【今里】今里サロン
【田内】ダーツ（おばの
会）

【あかね】パッチワーク

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

【田内】踊り（おばの会） 【あかね】あかねサロン 【田内】オープンサロン
（おばの会）
【あかね】にこにこクラブ

【彦林】元気クラブ茶話会
【田内】ヨガ（おばの会）
【あかね】あかねパソコン

【薬師堂】地蔵盆準備
【陶器町】夏まつり
【田内】合同会議（自治
会）、オープンサロン（お
ばの会）

22 23 24 25 26 27 28
【薬師堂】地蔵盆、資源
ゴミ回収日【彦林】彦林
卓球クラブ、古紙回収
（彦林子供会）【今里】防
犯パトロール

【今里】今里サロン
【陶器町】古紙回収

【薬師堂】エコタウン活
動

【長二中】長岡京市英語
暗唱大会
【田内】研修会（19:30
～）自主防災

【長三小】【長二中】【向
日が丘支援学校】始業
式
【長二中】部活動公開
【コミュニティ】役員会

【田内】ダーツ（おばの
会）

【今里】古紙回収（今里
子供会）
【田内】古紙回収

29 30 31

1 2 3 4
【彦林】元気クラブ茶話
会

【長三小】校内作品展（2～
4日）
【田内】ヨガ（おばの会）

【長三小】人権参観・校内除草
作業【さんSUN】学校大掃除
（協力事業）【陶器町】八ノ坪公
園清掃【田内】定例会（おばの
会）

5 6 7 8 9 10 11
【さんSUN】スポレクひろ
ば

【長三小】振替休日
【長二中】修学旅行（～8
日）
【田内】踊り（おばの会）

【長三小】修学旅行（予定・
6年）（9・10日）
【田内】ヨガ（おばの会）

【今里】今里サロン
【田内】ダーツ（おばの
会）

【田内】シルバーフェス
ティバル準備（自治会）
【あかね】パッチワーク

12 13 14 15 16 17 18
【彦林】彦林卓球クラブ
【田内】シルバーフェス
ティバル準備（自治会）

【今里】今里老人会
【陶器町】古紙回収
【学校開放運営協議会】
調整会

【薬師堂】エコタウン活
動

【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

【彦林】元気クラブ茶話会
【田内】ヨガ（おばの会）【あ
かね】あかねパソコン【コ
ミュニティ】理事会

【薬師堂】自治会定例会
【陶器町】八ノ坪公園清掃【田内】シ
ルバーフェスティバル（自治会・サ
ポーターズ）、オープンサロン（おば
の会）

19 20 21 22 23 24 25
【さんSUN】さんSUNウィーク
（19～25日学校開放枠全枠）
【畑ヶ田】住宅内清掃日【田
内】シルバーフェスティバル
（自治会・サポーターズ）

【畑ヶ田】敬老お祝い会
【陶器町】敬老お楽しみ
会

【あかね】あかねサロン 【今里】今里サロン
【田内】ダーツ（おばの
会）

【長二中】乙訓新人大会
（～26日）
【今里】古紙回収（今里
子供会）
【田内】古紙回収

26 27 28 29 30
【長三小】林間学習（予定・5年）
（26・27日）【薬師堂】資源ゴミ回収
日、敬老行事実施【彦林】彦林卓球
クラブ、古紙回収（彦林子供会）

【陶器町】古紙回収
【田内】踊り（おばの会）

【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。


