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運営委員会が 7 月 28 日に開催されまし

た。主な審議結果等は以下のとおり。 

1.新入会員・退会 

入会申込：個人会員１名 

この結果：個人会員 95名、団体 16、 

自治会 53  合計 164名 

2.「能登川ＢＯＮ！！おどり」への出店・

出役について 

能登川青年団主催の標記イベントが、Ｈ

27.8.9(日)午後 3 時 30 分頃から 8 時頃ま

で能登川駅西口で開催される。ここに当ま

ち協からテント 1張を出し、休憩場所を提

供するとともに、ジュース等を提供する。 

＊会員の皆様、どうぞお気軽にお立ち寄

りください。 

3.ふれあいフェア（10/18(日)）への出展に

ついて 

テント 1張を出すが、出展の意味合いで

はなく、場内総合案内及び警備を主たる業

務とする。なお、広報のパネル展示は行う。 

4.栗見出在家町湖畔の清掃について 

栗見出在家町湖畔が、流木や粗大ゴミの

散乱で荒れた状態にある。このため、環境

事業部の活動の一環として清掃を行う。 

現地視察を、8/9(日)、運営委員会メン

バーの他、能登川地区選出の 5市議にも呼

びかけ、実施する。 

5.やわらぎの郷公園奉仕作業時のボランテ

ィア保険について 

市民活動団体の奉仕作業形態に合わせ

た保険に加入する。 

6.「命のバトン」事業の支援について 

コミセン事業の一環であるが、まち協事

業部も可能な範囲で支援を行う。 

7.空き家対策について 

東近江市等からの情報収集をおこない、

将来的にはまちづくり委員と共に勉強会

を立ち上げる。 

8.病院をよくする会メンバー用の帽子、作

業機器・保管小屋の購入について 

予算の範囲内で行う。 

9.防災かまどセットの寄贈について 

(株)田辺消防システム様より、防災かま

どセット（5 升炊き用）2 台の寄贈の申し

出を頂いた。本件は、有難くお受けする。 

今後、自治会等への貸出を行っていく。 

10.滋賀能楽文化を育てる会からの『能』公

演開催の提案について 

【提案の概要】 

・開催時期：Ｈ28 年 5月下旬 

・会場：新コミュニティセンターホール 

・内容：東近江市の謡、仕舞愛好家の方た

ちによる発表会。観世流能楽師に

よる能着付け実演と能公演。東近

江市の能面打ち愛好家による能

面の展示。 

＊能登川中学校の生徒を無料招待 

・予算 

・費用：167万円（能楽師出演料 150万

円、企画・ＰＲ・会場設営等） 

・収入：・鑑賞チケット代 60万円 

（1,500円×400名） 

・公的補助 107万円 

【検討結果】 

実施の方向とするが、財源確保の課題

を含め（東近江市からの補助は期待でき

ない見込み）、「能楽文化を育てる会」

と、見直し案、対策案を今後検討する。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

7/1 水 環境 能登川漁港      荒天中止

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

ふるさと散歩道 コミセン

広報 今井

環境 JR能登川駅 西口・東口

環境 コミセン

事務局 コミセン

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 能登川水車とカヌーランド

広報 コミセン

施設運営 コミセン

事務局 コミセン 藤居会長、三木

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

7/10 金 事務局 大阪市 藤居会長、三木、今井

広報 藤居会長

環境 コミセン

環境 22自治会、コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ アズイン

7/17 金 健康福祉 佐野自治会館 松田

7/18 土 広報 今井

7/21 火 広報 コミセン

事務局 コミセン

安全･安心 コミセン

健康福祉 佐野自治会館 松田

広報 今井

ふるさと散歩道

7/27 月 健康福祉
能登川北小学童
山本

歴史・文化 猪子山 杉浦

事務局 コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 休暇村近江八幡

健康福祉 Let'sのとが輪例会(18:30-21:00) コミセン

7/30 木 事務局 コミセン 木下

 7月 随時 環境 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等 環境事業部メンバー

広報

健康福祉 保健センター 松田

環境 JR能登川駅 西口・東口

ふるさと散歩道

8/7 金 健康福祉
能登川南小学童
山本

8/9 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ JR能登川駅西口 藤居会長他

8/12 水 事務局

環境 22自治会、コミセン

ふるさと散歩道 コミセン

8/21 金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ アズイン

8/24 月 広報 コミセン

歴史・文化 能登川南小 森林再生作業(9:30-11:00） 猪子山 杉浦

安全･安心 コミセン

事務局 クレフィール湖東 藤居会長他

広報 コミセン

歴史・文化 猪子山 杉浦

 8月 随時 環境 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等 環境事業部メンバー

9/1 火 事務局 コミセン

【能登川病院をよくする会】関係   

7月実績 8月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝を除く毎日（計22日）  土日祝、8/13,14を除く毎日（計19日）

 4(土)、28(火)、30(木)  1(土)、13(木)、25(火)

 なし  なし

 24(金)  28(金)

7/6 月

7/11 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎土曜日に放送

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川コールシャンテ 森田勝代様、豊田典子様

7/28

水

徘徊声かけ訓練 自治会向け説明会(19:30-)

7/24 金

8/28 金

東近江市内まちづくり協議会 懇談会(18:00-)

猪子山作業(9:00-12:00)

会長・副会長会（7:30-8:30）

8/1

広報部会（10:00-）

能登川青年団ＢＯＮ！！おどり 模擬店出店・駅西口交通整理

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(10/24-25)打合せ(13:30-14:30)

ｅ防災マップ講習会(相談会)(19:30-21:30)

木

施設運営事業部会議(9:00-10:00)

ライティングベル実行委員会（19:30-)

ふるさと散歩道事業部会議（19:30-)

ヤングドラゴンフェスティバル出役5名

コミセン運営委員会（19:30-)

木

火

よくする委員会

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

7/2

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-)

能登川ふくしの会役員研修会(10:00-12:00) 

(8/12-14)まち協事務局夏季休暇

活　動　内　容

「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）
＊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

ビデオ撮影(ヨシ・野鳥の道）(8:30-)

徘徊声かけ訓練 自治会向け説明会(19:30-)

廃食油回収

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(10/24-25)打合せ(13:30-14:30)

能登川自治連 県外研修

環境事業部会議(9:00-10:00)

7/4 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人「エトコロ」北川陽子様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 眼科 辻本淳子医師

運営委員会(19:30-)

広報部会（10:00-）

ビデオ撮影(湧水・自噴の道）(8:30-)

7/16

能登川北小学童へ食育活動（おやつ作り）(9:30-)
健康推進員(2名)と協働

7/7

火

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

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

8/31

ｅ防災マップ相談会(19:30-21:30)

猪子山作業(9:00-12:00)

ライティングベル実行委員会・企画打合せ（19:30-)

能登川南小学童へ食育活動（おやつ作り）(9:30-)
健康推進員(5名)と協働

7/29

ビデオ撮影(中世の道）(8:30-)

運営委員会(19:30-)

文化祭実行委員会(19:30-)

月

7/25 土

8/20 木

土

ふるさと散歩道事業部会議（19:30-)

広報部会（10:00-）

7月の活動実績と今後の予定 （H27.8.1現在） 
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