
 

1 

、 
 

5 月 19 日の通常理事会では、主に、27

年度のまち協の運営体制（組織の見直し、

理事の構成、理事会規則の見直し、運営委

員会の設置等）、総会議案書等について審

議しました。審議結果は、総会議案書をご

覧ください。 

その他の主な確認事項は以下のとおり

です。 

1. 27年度まち協組織体制について 

（1）指定管理事業部の廃止と施設運営

事業部の新設 

「指定管理事業部」は、コミセン等

指定管理受託準備のために設置したも

のであり、現在ではその役割を終えた

のでこれを廃止する。 

新たに「施設運営事業部」を設置す

る。その役割は各施設の有効活用と、

地域との交流活動を主たるものとする。 

なお、既存の指定管理施設の運営は

館長・公園長が行う。 

（2）27年度事業部長（案) 

事 業 部 事業部長 

プロジェクト 四方 秀亮 

まちづくり（新設） 

 西村 二郎 

ふるさと散歩道 藤野 智誠 

広報 坪田 幸大郎 

健康福祉(「地域福祉」より名称変更） 

 山本 光代 

環境 藤居 正博 

安全・安心 今井 陸之助 

歴史・文化 杉浦 隆支 

施設運営（新設） 今堀 豊 

2. 新ホールこけら落し（竣工記念事業）

「能公演」について 

標記事業は、古典伝統文化継承の観

点から大切であるが、多方面の協力体

制を要するため、開催時期を１月に限

らずに再考する。 

3.能登川勤労者会館の閉館 

当まち協の指定管理施設であった

能登川勤労者会館は、能登川支所の改

築工事のため、５月末をもって閉館さ

れました。 

なお、同館におかれていた老人クラ

ブ連合会能登川ブロックと能登川日赤

奉仕団の事務局は、やわらぎホールに

仮移転されました。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度定時総会日程 

・日時：H27.6.20(土)13:30-16:30 

受付：13:00- 

・場所：コミセン ホール 

・議案；26 年度報告、27年度計画、 

役員の改選、定款の変更、 

その他（会費の無料化) 

 

記事訂正とお詫び 

本紙前号の「5.会計監査」の記事の

中で、監査をお願いした監事 2 名の内

のお 1 人の名前を、正しくは「浅井」

様のところ「浅田」様と誤記していま

した。 

お詫びして訂正します。 
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H 月/日 曜 主管事業部等 活　動　内　容 備     考

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

JR能登川駅西口

5/8 金 事務局 まちづくり委員研修会(19:30-21:00) コミセン。参加48名

H 5/9 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人「エトコロ」奥橋様

藤居会長

H 5/12 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

事務局 ふれあいフェア事前打ち合わせ(13:30-) コミセン 藤居会長

環境
JR能登川駅東口に花ポット設置（フラ輪―プロジェ
クト活動）（15:30-19:30）

JR能登川駅東口(35名）

地域福祉 (5/13,15）社協・地区別懇談会(19:30-) なごみ 松田

5/14 木 事務局 老ク連会長杯ＧＧ大会 会長挨拶(8:20-) ふれあい運動公園、会長

H 5/16 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊ｅ防災ラジオドラマ作品発表

藤居会長、今井

事務局
びわ湖学院短大への出前講座（15:00-16:00)
＊まち協活動紹介

今井

H 事務局 理事会(19:30-) コミセン

5/20 水 環境 里湖づくり協議会総会(19:30-) コミセン 今堀、今井

5/21 木 環境 廃食油回収 22自治会、コミセン

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院形成外科 金城紅子医師

藤居会長

ふるさと散歩道 湧水自噴の道 現地調査 小川地先等

歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

事務局 臨時役員会(19:30-) コミセン

プロジェクト 市制10周年記念・電飾打合せ（9:30-10:00) コミセン 四方、今井

広報 広報部会（10:00-） コミセン

プロジェクト (5/27,28）ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ実行委員会会議

環境
JR能登川駅西口の花ポット植替え（フラ輪―プロ
ジェクト活動）（15：30-）

JR能登川駅西口(31名）

5/28 木 地域福祉 のと川福祉の会研修部 部会(19:30-) なごみ 松田

5/29 金 地域福祉 能登川地区4学童連絡会議(19:30-) 東小学童 藤居会長、山本、松田

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

6/4 木 事務局 東近江市まち協代表者会議(19:30-) 本庁 藤居会長

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・東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

H 6/9 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

6/10 水 事務局 27年度理事就任予定者会議(19:30-) コミセン

6/13 土 プロジェクト
(6/13,14)「ありがとうコミセン」関連コミセン電飾
準備作業（9：00-16：00）
＊電飾期間は、6/15から秋のコミセン移転時まで

コミセン

H 6/16 火 事務局 理事会(19:30-) コミセン

環境 廃食油回収(毎月第3木曜日に回収) 22自治会、コミセン

ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議(19:30-) コミセン

6/20 土 事務局 定時総会(13:30-16:30) コミセン

6/26 金 安全・安心 自主防災研修会(19:00-21:30) コミセン

6/29 月 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

6/30 火 広報 広報部会（10:00-） コミセン

7/1 水 環境 「びわ湖の日」一斉清掃(6:00-11:30) 能登川漁港

【能登川病院をよくする会】関係   

H
H
H
H
H

その他  ●チームリーダー会議：5/11(月)    ●会員総会：5/29(金)（コミセンにて）

5/19 火

5/26 火

 5月実績：29(金) 　　　　　            6月予定：26(金)

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

 5月実績：2(土)、16(土)、26(火)        6月予定：6(土)、20(土)、23(金)

土

5/2 土

5/25 月

5/23 土

5/13 水

6/18 木

よくする委員会

水

 5月実績：なし　　　　　　　　　　　 　6月予定：なし

 6月予定：土日を除く毎日（計22日）

 5月実績：土日祝日を除く毎日（計18日）
会話チーム・会話活動

 5/27

6/6

5月の活動実績と今後の予定 （H27.6.1現在） 
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