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6 月 16 日、旧理事による最後の通常理

事会が開かれました。主な審議・報告の内

容は以下のとおり。 

1.総会計画についての確認 

議案書、当日のスケジュール、会場設営

等について最終確認をした。 

2.会員入会の承認 

個人会員 6名・団体会員 3名（のとがわ

福祉の会・能登川地区人権のまちづくり協

議会・能登川地区地域教育協議会）の入会

を承認した。結果：総会員数＝165（内訳：

個人 96・団体 16・自治会 53） 

3.「運営委員会」の設置 

27 年度からの執行体制では、平常の事

業部活動や協議会の運営に関する事項は、

新設の「運営委員会」（メンバーは、副会

長、各事業部長、コミセン館長等。開催は

随時）で担うこととなった。 

これに伴う「運営委員会」規則を承認し

た。 

4.その他 

(1)新コミセンへの移転予定等 

新コミセン（ホールを含む）の完成

は、11 月中旬の見込み。コミセン事務

局およびまち協事務局は、これに合わ

せ新コミセンに移転する。文化祭は新

コミセンで開催する。 

(2)八幡学区まちづくり協議会視察来訪 

・日時：7/4（土）13：30～ 

・研修内容：まち協活動、指定管理、 

法人化等に関する研修 

 

 
・日時：H27.6.20(土)13:30-16:30 

・場所：コミセン ホール 

・出席者：正会員＝133名（内、委任状=43）、 

まちづくり委員=26 名、来賓＝11名 

・議案 

①26年度 事業報告,決算報告,監査報告 

②27年度 事業計画,予算 

③定款の変更 

④会費の変更 
⑤役員（理事、監事）の改選 

・審議結果：すべて承認された。 

 

 

6 月 20 日、総会の全ての議案審議が終

了した後、直ちに新理事・監事による理事

会が開催され、会長、副会長等の互選が行

われました。結果は次のとおり。 

・会 長：藤居正博（前まち協会長） 

・副会長：四方秀亮（前まち協副会長） 

・副会長：廣瀬芳文（東近江市商工会 

能登川支部長） 

・副会長：櫛田善春(能登川自治連会長） 

・業務執行理事（会計）：西村二郎 

（前能登川自治連会長） 

・同（指定管理）：居原田善嗣 

（能登川コミセン等館長） 

 
 

第 1 回運営委員会が 6 月 30 日に開催さ

れました。主な審議・報告の内容は以下の

とおり。 

・委員長に四方秀亮氏、副委員長に居原田

善嗣氏がそれぞれ選出された。 

・平成 27 年度の各事業部の計画と予算、

まち協体制について、再確認をした。 
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事務局長交代 

定時総会後、新事務局長に、三木秀夫氏

が就任。皆さんのご支援、ご協力をよろ

しくお願いします。 

なお、今井前事務局長は、安全･安心等の

活動を継続されます。 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

6/4 木 事務局 本庁 藤居会長

広報 今井

環境 JR能登川駅 西口・東口

6/9 火 事務局 コミセン

6/10 水 事務局 コミセン

6/11 木 地域福祉 佐野自治会館 居原田、松田

広報 藤居会長

プロジェクト コミセン

6/16 火 事務局 コミセン

環境 22自治会、コミセン

ふるさと散歩道 コミセン

広報 藤居会長、今井

コミセン

コミセン

6/25 木 事務局
コミセン 藤居会長、
四方、西村、三木

6/26 金 安全・安心 コミセン

6/27 土 広報 藤居会長

6/29 月 歴史・文化 猪子山 杉浦

広報 コミセン

事務局 コミセン

7/1 水 環境 能登川漁港

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 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

広報

環境 JR能登川駅 西口・東口

環境 コミセン

事務局 コミセン

7/4 土 ふるさと散歩道 能登川水車とカヌーランド

7/5 日 事務局 ヤングドラゴンフェスティバル出役7名 ？ 能登川水車とカヌーランド

7/6 月 広報 コミセン

事務局 本庁 居原田、三木、今井

会長 コミセン運営委員会（19:30-) コミセン 藤居会長

環境 22自治会、コミセン

健康福祉 佐野自治会館 松田

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ アズイン

7/18 土 ふるさと散歩道 コミセン

7/21 火 健康福祉

7/24 金 安全･安心 コミセン

7/28 火 歴史・文化 猪子山 杉浦

8/1 土 健康福祉 保健センター 松田

【能登川病院をよくする会】関係   

6月実績 7月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日を除く毎日（計22日）  土日祝を除く毎日（計22日）

 6(土)、20(土)、23(金)  4(土)、18(土)、28(火)

 なし  なし

 26(金)  24(金)

7/2 木

6/30 火

実費弁償方式に関する打合せ（9：30-）

ライティングベル実行委員会（19:30-)

7/7

よくする委員会

6/6

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

土

事務局

7/4 土

7/16

6/13 土

6/20 土

6/18 木

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊ｅ防災マップコンテスト ラジオドラマ

定時総会(13:30-16:30)

新理事による第1回理事会(16:00-)

東近江市まち協代表者会議(19:30-)

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

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

役員会(19:30-)

27年度理事就任予定者予備会議(19:30-)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人「エトコロ」横川由貴様

徘徊声かけ訓練 実行委員会(10:00-12:00)

自主防災研修会(19:00-21:30)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 辻井 久先生

猪子山作業(9:00-12:00)

広報部会（10:00-）

運営委員会(19:30-)

広報部会（10:00-）

まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00)

八幡学区まちづくり協議会視察来訪(13:30-15:00)

段ボールコンポスト講座(10:00-)

活　動　内　容

能登川地区自治会連合会第1回役員会（18:30-)

「びわ湖の日」一斉清掃(9:00-11:30)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊毎土曜日に放送

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

ビデオ撮影(よし野鳥の道）(8:30-)

(6/13,14)「ありがとうコミセン」関連コミセン電飾取付作業
（9：00-16：00）＊電飾期間は、6/28から10/30まで

理事会(19:30-)

廃食油回収

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-)

火

(7/16-17)徘徊声かけ訓練 自治会向け説明会(19:30-)

7/21～8/26 夏休み期間中 能登川地区内学童保育所へ
食育活動（おやつ作り）。健康推進員と協働

能登川ふくしの会役員研修会(10:00-12:00) 

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

ビデオ撮影(古代の道、中世の道）(8:30-)

ｅ防災マップ相談会(19:30-21:00)

猪子山作業(9:00-12:00)

木

6月の活動実績と今後の予定 （H27.7.1現在） 
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