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  2 月 17 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. 平成 27 年度における理事の改選、理事会の見直し等について   基本的な方針：極力軽微な変更に留める。 ①理事の総数：「18 名以内」を据え置く。 ②理事の構成の見直し：市の「まち協認定条件」を考慮し、自治連および各種団体の選出理事数を増やす。 ③「役員推薦委員会」の設置 ・目的：まち協の役員（理事、監事）を民主的に選出するため、まち協役員の構成について諮問する。 ・開催時期：3月上旬 ④通常理事会の開催回数の見直し ・通常理事会の開催回数は、現行は年 12回となっているが、自治会、各種団体選出理事の負担抑制のため、年 2回以上にする。 ⑤定款の変更 上記により、通常理事会の開催回数を「年間 12 回」から「年間 2 回以上」に変更する。（総会議案事項） ⑥運営委員会の設置 ・目的：事業運営に関する具体的事項を決定、実施する。 ・運営委員の構成： 執行理事及び各事業部長 ・開催：毎月 2.能登川まちづくり推進会議の解散 H27.2.16（月）、コミセンで開催された全体会議で、「平成 27 年 2 月 16 日を以って発展的解消する」ことを決議した。 理由：「東近江市協働のまちづくり条例」では、これまで推進会議が担ってきた「地域課題に包括的に取り組む」活動を「まちづくり協議会」の役割としている。 3.「市制 10 周年記念協賛事業」へのまち協からの応募候補    フラ輪―プロジェクト、ライティングベル 

4.視察研修対応  法人化の課題、一般社団法人としての活動状況等に関する研修を目的に下記の来訪があった。  ①名張市桔梗が丘自治連合協議会 H27.2.7(土)、25 名  ②呉市下蒲刈まちづくり協議会 H27.2.23（月）、9名 5.その他 ・旧繖寿苑手前の公園に設置されていた時計塔のやわらぎ公園への移設は、H27.2.4 に完了した。 ・「東近江市まちづくり協議会交流会」が、H27.2.21(土）に蒲生コミセンで開催され、能登川まち協から 9 名が参加した。 ・能登川勤労者会館は 6 月から閉館となる。  
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H 月/日 曜 主管事業部等 活　動　内　容 備     考
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2/4 水 事務局 能登川地区まちづくり計画策定委員会(19:00-) コミセン

2/6 金 事務局 まち協総合交付金説明会（19：00-） 八日市本庁 今井

H 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

環境
JR能登川駅西口道路の花ポットの水やり（フラ輪―プ
ロジェクト活動）毎土曜日朝9:00に実施

能登川中学校生徒会美化活動
援助

事務局 名張市桔梗が丘まち協からの来訪対応(13:30-14:30) コミセン

2/8 日 事務局 川南博司氏受章（旭日双光章）祝賀会 ホテルニューオウミ 四方

H 2/10 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

2/13 金 地域福祉 元気のつどい 前日準備 山本、松田

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ事務局 中島様

藤居会長

地域福祉 元気のつどい（10:00-15:00)
やわらぎホール
藤居会長、山本、松田

2/15 日 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ イルミ球片付け（午前中） ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ実行委員会委員

2/16 月 事務局 能登川まちづくり推進会議全体会議(19:30-) コミセン

H 2/17 火 事務局 理事会(19:30-) コミセン

2/19 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

2/20 金 地域福祉 ふくしの会　評議員会 松田

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川まち協 藤居会長、今井事務局長

事務局 市内まちづくり協議会交流会(13:30-17:00) 蒲生コミュニティセンター

2/22 日 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ イルミ球片付け（午前中） ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ実行委員会委員

広報 広報部会（10:00-） コミセン

H 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

事務局 広島県呉市下蒲刈まち協からの来訪対応(15:00-17:00) コミセン

2/24 火 事務局 事業部長会議（19:30-） コミセン

2/26 木 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道会議（19:30-) コミセン

2/27 金 安全･安心 自主防災打合せ 東京 今井

2/28 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 開設準備室 福本次長様

藤居会長

3/2 月 広報 広報部会（10:00-） コミセン

3/3 火 事務局 理事推薦委員会（10:00-） コミセン

3/4 水 事務局 能登川地区まちづくり計画策定委員会(19:00-) コミセン

3/5 木 地域福祉 ふくしの会　理事会 なごみ 松田

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

環境
JR能登川駅西口道路の花ポットの水やり（フラ輪―プ
ロジェクト活動）毎土曜日朝9:00に実施

JR能登川駅西口

3/8 日 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道看板設置作業 水車ランド

H 3/10 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

3/14 土 安全･安心 地域防災シンポジウム 仙台 今井

3/15 日 事務局 まち協合同事業実行委員会 婚活セミナー(13:30-15:00) 愛東ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 今井

H 3/17 火 事務局 理事会(19:30-) コミセン

3/19 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

H 3/23 火 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

【能登川病院をよくする会】関係   

H

H

H

H

H

 3月予定：土日祝日を除く毎日（計22日）

 2月実績：なし　　　　　　　　　　　 　3月予定：17(火)

 2月実績：なし  　　　　　           　3月予定： 6(金)

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

 2月予定：12(木)、21(土)、28(土)     　3月予定：10(火)、19(木)、28(土)

よくする委員会

会話チーム・会話活動
 2月実績：土日祝日を除く毎日（計19日）

2/14 土

3/7 土

2/7 土

土2/21

2/23 月

2222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 （（（（H27.3.1H27.3.1H27.3.1H27.3.1現在）現在）現在）現在）

のとまち協NEWS第71号  2 H27.3.1


