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    9 月 16 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.まち協機構改革について ・東近江市協働のまちづくり条例に基づくまちづくり協議会の認定に関しては、平成 26 年中に申請する。 ・これに先立ち、能登川地区自治会連合会に対して、地区内 53 自治会すべてがまち協に参画されるよう要請する。 2.「フラ輪―プロジェクト（～花でつながる地域の輪～）」の支援について 趣旨：標記プロジェクトは、能登川中学校生徒会が取り組んでいる活動で、ＪＲ能登川駅西口の線路側フェンス沿いにフラワーポットを設置している。  最近、フラワーポットが撤去され、今秋改めて設置されることになっているが、生徒会だけでは長期の維持、管理が難しいため、地域の団体、市民が支援してはどうか。 審議結果： ・まち協として取り組む。東近江市や他の団体にも呼びかける。 ・支援する会を作り、事務局をまち協が担当する。 ・本件に関し、H26.10.1(水)環境事業部会議を開催する。 ・当プロジェクトの支援ために予算 10 万円を追加する。 3.まちづくり計画策定委員会(9.18)模様 ・策定委員全員が揃っての初会合で、アンケート調査票の内容を検討した。 ＊アンケート調査票は、無作為抽出した能登川地区在住の 18 歳以上 80 歳までの1200 名に対し、9月末日に発送した。 4.第 4 回機構改革委員会(9/29)模様  まちづくり協働課・黄地管理監、今村主査、村田能登川支所長等を交え意見交換をした。 

 ・蒲生、愛東地区まち協視察結果報告 ・認定基準の考え方について ・認定申請書の提出について ・今後のまち協組織について 5.その他報告（今後の予定等） ・「能登川病院をよくする会」の全会員集会を 9.27(土)に開催した。（参加 28 名） ・「e防災マップ」づくり説明会を10.17（金）に開催する。 ・2014ライティングベル日程について ・準備:11.15(土)から 12.7(日)までの 毎土・日曜 ・点灯期間：12.13(土)～12.23(火) ・後片付け：12.25(木)、 H27.1.17(土)/18(日) ・その他：「中学校等に呼びかけ、より一層広汎に開催し、地域の起爆剤になるようにしては」との意見があり、今後検討することとなった。 ・やわらぎの郷公園の清掃奉仕作業の状況と予定 ・日赤奉仕団:9.18(木)、約 150 名参加 ・能登川ゲートボール連盟：10.26(日)   
  ふれあいフェア 【まち協ブース】 ○まち協ブースの位置：東南角入口の横 ○内容 ・模擬店；綿菓子、ポップコーン 各 300食（＠100 円）を販売 ・まち協活動状況のパネル展示 ・会員交流 ○まち協ブースのスタッフボランティア募集 参加いただける方は、10月 15日までに、下記事項を電話または FAX でまち協事務局へご連絡下さい ・お名前と電話番号 ・参加いただける時間帯 ・終日（7:30～17:00） ・午前中（9:00～12:00） ・午後(13:00～17:00) ・その他  
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H 月/日 曜 主管事業部等 活　動　内　容 備     考

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 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/ 6 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊青少年育成市民会議 能登川支部長　大橋正徳様

今井

H 9/ 9 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

9/13 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 奥橋和典様、善住善一様

藤居

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

9/19 金 事務局 まちづくり計画策定委員会（17:00-21:30) コミセン

9/20 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協会長 藤居正博

今井

広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院管理栄養士 八田光代様

藤居

事務局 能登川病院をよくする会 会員集会(10:00-11:00) 能登川支所別館

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（19:00-) コミセン

広報 広報部会、ふれあいフェア用パネル作成（10:00-） コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「能登川地区まちづくり計画アンケート」調査票発送

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

10/ 1 水 環境 環境事業部会議(19:30-21:00) コミセン

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

地域福祉 福祉のまちづくり講演会（13:30-15:30) やわらぎホール

10/ 6 月 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

H 10/ 7 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

10/ 9 月 地域福祉 徘徊保護訓練 実行委員会（13:30-） 佐野公民館 松田、居原田

10/10 金 事務局 市議会とまち協代表との懇談会(19:30-) 蒲生コミセン 藤居会長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (10/15(水),16(木),18(金))ふれあいフェア準備

H 事務局 理事会(19:30-) コミセン

H 10/16 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

10/17 金 安全･安心 「ｅ防災マップづくり説明会」(19:30-20:30) コミセン

10/19 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ふれあいフェア(9:30-15:00) ふれあい運動公園

10/21 火 事務局 中間監査(9:00-12:00) コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(-10/26)リレー・・・・フォー・ライフ(ｶﾞﾝ患者支援ｲﾍﾞﾝﾄ)で
イルミネーション点灯

休暇村近江八幡

地域福祉 徘徊保護訓練 研修会（10:00-,13:00-）
AM：やわらぎホール、
PM：佐野公民館
松田、居原田

H 10/27 月 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山

広報 広報部会（10:00-） コミセン

事務局 市政懇話会・能登川地区自治連臨時総会(19:30-)

10/29 水 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

10/31 金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「能登川地区まちづくり計画アンケート」調査票回答締切

10/未定 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 10/随時 - 環境 やすらぎの花こうえん 花壇作り 愛知川河川敷

11/1 土 広報 （-11/2）能登川地区文化祭 コミセン、能登川南小体育館

H 【能登川病院をよくする会】関係  

H

H

H

H

H

9/27 土

10/14 火

10/ 4 土

9/29 月

10月予定：毎週 月、火、水、木、金曜日（ただし、7、13(祝日)を除く）

 9月実績：毎週 月、火、水、木、金曜日（ただし、祝日(15,23)を除く）
会話チーム・会話活動

火

9/30 火

10/25 土

10/28

 9月実績：22(月)  　　　　　　　　 10月予定：24(金)

植栽チーム・植栽活動

事務局チーム・打合せ

 9月実績：11(木),20(土),25(木)　 　10月予定：4(土),15(水),25(土)

よくする委員会

 9月実績：8(月)　　 　　　　　　   10月予定：6(月)

9999月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定 （（（（H26.10.1H26.10.1H26.10.1H26.10.1現在）現在）現在）現在）
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