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8 月 19 日の通常理事会での主な報告・確認

事項は以下のとおりです。 

(注)理事会以降に実施された活動は実績を

記入しています。 

 

1.会員の入会 

個人会員 2名が入会され、会員総数は 123

名になった。 

2.本年 4 月に制定された「東近江市協働の

まちづくり条例」による「まちづくり協

議会」の認定を受けるため、今年中の申

請に向けて準備を進める。 

3. 14 地区まちづくり協議会事業「婚活」実

行委員に、今井事務局長を選任した。 

4.新コミセンに関する報告 

・支所、新コミセンの増改築工事は、9月

入札、H27 年の夏から秋ごろ完成の見込

み。 

・27 年度以降の指定管理について 

・現コミセンは、H27 年度 1 年間の契

約とし、新コミセン完成時に、H29

年度末までの新契約に切り替える。 

・やわらぎホールは、現状のまま継続

するので、H29 年度までの 3 年契約

とする。 

・勤労者会館は、H27 年度 1 年間の契

約とし、新コミセン完成時に閉鎖終

了となる。 

5.安全･安心事業部は、「第 5回防災コンテ

スト」に応募する。 

（コンテストの概要） 

・主催：独立行政法人防災科学技術研究所 

・後援：内閣府、文部科学省 

・各自治会に働きかけて能登川地区全域

の防災マップの作成を目指す。 

 

6.「東近江市協働のまちづくり条例」によ

る「まちづくり協議会認定基準」に即し

た組織への改編について 

・H26.8.20(水)の自治会連合会役員会で、

全自治会の加入をお願いした。 

・能登川まちづくり推進会議に参画の各

団体に、まち協への加入をお願いする。 

・地区全体を代表する評議委員会の設置

を検討する。 

7.まちづくり計画策定委員募集について 

・8.18 に募集締切。 

・8.26 のまちづくり計画策定委員会で、 

 委員 3名を決めた。 

8.ふれあいフェア(H26.10.19)への参加に

ついて 

・まち協活動パネルを展示し、会員交流

の場を設け、ポップコーン・綿菓子を

提供する予定。 
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NEWS 
市立能登川病院は、公設民営をベース

に、医療法人社団昴会を指定管理者と

して進める方向が打ち出された。 

東近江市 H26.8.28 プレス発表 

（同封資料参照） 



H 月/日 曜 主管事業部等 活　動　内　容 備     考

広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊少年育成市民会議 能登川支部長　大橋正徳様

今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

JR能登川駅西口広場にイルミネーション飾付
(9:00-午前中)
点灯期間＝8/2～9/上　(8/17青年団BON踊り協賛催
事）

能登川駅西口

H 8/ 5 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

8/ 9 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 河島正行様

藤居

8/11 月 歴史・文化 能登川南小学校、八日市南高校による森林再生プロジェクト 猪子山　杉浦

8/12 火 事務局 (8/12～17）事務局夏休み

8/16 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院をよくする会 事務局長 菊川弘様

今井

8/17 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 青年団BONおどりにまち協テント出店 能登川駅西口

8/18 月 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 能登川地区まちづくり計画書策定委員会公募締切

安全･安心 県自主防災研修事前打合せ会 県防災危機管理課 今井

H 事務局 理事会(19:30-) コミセン

8/20 水 事務局 能登川地区自治会連合会役員会(19:30-） 会長、四方、今堀、木下

H 環境 廃食油回収 23自治会、コミセン

事務局 まちづくり推進会議 市議会議員との意見交換会

8/23 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院臨床検査技師 今井友香様

藤居

H 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山

事務局 第3回機構改革委員会（19:30-21:30) コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 能登川地区まちづくり計画策定委員会(19:00-21:30) コミセン 藤居、四方、杉浦、今井、大橋

広報 広報部会（10:00-） コミセン

8/27 水 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議（19:30-21:00） コミセン

地域福祉 徘徊保護訓練実行委員会(10:00-) 佐野公民館 松田、居原田

事務局 東近江市内まちづくり協議会懇談会(18:00-)
クレフィール湖東
藤居、四方、今堀

8/30 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊

H 8/随時 環境 やすらぎの花こうえん 花壇作り 愛知川河川敷

9/上 - ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ
能登川駅西口広場のイルミネーション後片付け
(9:00-)

能登川駅西口

9/1 月 広報 広報部会（10:00-） コミセン

9/ 5 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ ライティングベル打合せ(18:30-) アズイン

9/ 6 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊毎土曜日に放送

H 9/ 9 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

H 9/16 火 事務局 理事会(19:30-) コミセン

H 9/18 木 環境 廃食油回収(毎月第3木曜日に回収) 23自治会、コミセン

9/24 水 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議（19:30-21:00） コミセン

H 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山

事務局 第3回機構改革委員会（19:30-) コミセン

H 9/随時 環境 やすらぎの花こうえん 花壇作り 愛知川河川敷

H 【能登川病院をよくする会】関係  

H

H

H

H

H

8/ 2 土

9月予定：毎週 月、火、水、木、金曜日（ただし、祝日(15,23)を除く）

8月実績：毎週 月、火、水、木、金曜日
会話チーム・会話活動

8/26 火

8/25

8月実績：なし  　　　　　　　　 9月予定：26(金)

植栽チーム・植栽活動

事務局チーム・打合せ

8月実績：9(土),21(木),30(土)　　9月予定：11(木),20(土),25(木)

よくする委員会

月

9/29 月

8月実績：なし　　　　　　　　   9月予定：4(木)

8/19 火

8/21 木

8/29 金

8月の活動実績と今後の予定 （H26.9.1現在）
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