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一般社団法人 

能登川地区まちづくり協議会 

会長 藤居正博 

あけましておめでとうございます。 

能登川地区まちづくり協議会の会員の皆

様には、清々しい新年をお迎えになられま

したことをお慶び申し上げます。 

本年５月には新天皇が即位され、元号も

改められるという節目の年になります。 

１月１２日には「新春のつどい」を開催さ

せていただきます。能登川地区の皆様と親

しくお話させていただける機会を持たせて

いただき、能登川の夢を語ることができま

すことも楽しみにしております。 

能登川町が東近江市に合併して早や１３

年が過ぎますが、２０１９年はＪＲ能登川

駅が誕生して１３０年を迎えます。東近江

市の玄関としてふさわしい発展を見ますよ

う記念の事業を行なうとともに、市民の皆

様挙ってお祝いをしたいと願っております。 

未来を見据え、次代を築く人々を育てる

まちづくり協議会として今後も活動を続け

てまいります。 

会員のみなさま、仲間づくりを本年もよ

ろしくお願い申上げます。 

 

 

 

 

運営委員会が 12 月 18 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.2019(平成 31)年度 事業計画・予算に

ついて 

事務局より、事業計画、予算案の原案が示

され、「各事業部は、修正があれば至急に連

絡していただきたい。」との依頼があった。 

2.JR 能登川駅開業 130 周年記念行事計

画の検討状況 

事務局より次の報告があった。 

・「計画プロジェクト」打合せが、10 月か

ら 12 月まで 6回開催された。 

・12 月 17日に「第 1回実行委員会」が開催

された。 

・委員は、各方面からの 25 名で、委員

長に藤居まち協会長、副委員長に廣瀬

東近江市商工会能登川支部長と河村

能登川地区自治連会長が就任した。 

・主たる事業計画(案)は、式典、記念講

演会、パネル展示、みどりの窓口復活

のための署名活動と駅利用者増の運

動、東近江市の玄関たる駅東口(線)整

備（ロータリー・道路）等 

3.わがまち協働大賞を受賞 

12 月 1 日にアピアホールで開催された

「第 5回わくわくこらぼ村」で、「わがまち

協働大賞」として、当まち協関係で次の２つ

の賞を受賞した。 

・優秀賞：猪子山森林再生プロジェクト 

・入 賞：能楽を楽しむ「能装束と着付

実演と能」 

 

のとまち協 NEWS 第 117号 

H31.1.1発行 

 

一般社団法人 

能登川地区まちづくり協議会 

IP電話 050-5802-2793  

FAX(専用)0748-42-1556 

運営委員会 (12.18)報告 

 

新年のご挨拶 

 



【12月実績】

月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉 松田

事務局 伊庭、杉浦

まちづくり まちづくり事業部員

ふるさと散歩道

環境
雨天のため、
南小は不参加

広報 藤居会長

安全･安心

健康福祉 山本

ふるさと散歩道 事務局

安全・安心 安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、コミセン）

まちづくり 門脇

まちづくり

広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

まちづくり

健康福祉
施設運営

施設運営 やわらぎの郷公園芝生広場開放「ようこそ日曜広場」毎月第３日曜日

健康福祉 福祉大会 見守りフォーラム(9:30-15:30、あかね文化ホール） 松田

ふるさと散歩道
歴史・文化

会長、杉浦、
門脇

健康福祉 山本

広報

事務局

事務局

事務局 三木

事務局

環境

環境 栗見プロジェクト事務局会議(19:00-21:00、支所会議室）

健康福祉 松田、山本

環境

広報 今井

歴史・文化 中止

施設運営

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報

広報 今井

事務局

環境

（裏面に続く）

12/17 月

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業 第１回実行委員会(18:00-、コミセン）

事務局長会議(13:30-、本庁）12/18

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

12/11

（12/18-19)東近江市自治会連合会・同まちづくり協議会連絡会合同研修会
兵庫県朝来市視察研修

12/15 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院眼科 視能訓練士 カミカワ香奈様、西村早織様

広報部会（10:00-、事務室）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）
12/25

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院をよくする会 事務局長 菊川弘様12/29 土

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等12月 随時

(12/29-1/3）事務局年末年始休暇

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災のお話

日

12/3 月

笑福亭智丸in能登川（13:00-16:00、やわらぎホール）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-9:00）
＊青少年育成大会 パネルディスカッション
  （能登川４小学校及び中学校、各校生徒及び校長先生）

12/1 土

木

東近江市結婚サポート連絡会(登録受付）（9:30-11:30、文化芸術会館)
12/9 日

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:30～15:00 コミセン）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

ふるさと散歩道事業部会議(18:30-20:30)

(12/15-31）デジタルフォトプロジェクト（ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ）投稿期間

火

(12/1-2)のとがわ福祉の会 啓発活動
(9:30-12:00、能登川コミセン前、こども芸術展)

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)

東近江市観光ボランティアガイド協会 能登川支部 設立打合せ会
(10:00-11:35、コミセン）

「フラ輪ープロジェクト」JR駅前の花壇植え替え(15:00-16:00)

土

（12/8-9）滋賀県防災士養成講座へ参加（大津、安全･安心事業部の4名）

活　動　内　容

能登川地区住民福祉活動計画推進会議(13:30-、能登川保健センター）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

運営委員会(19:30-、コミセン)

夏原グラント助成金応募説明会(13:30-15:00、米原公民館)

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

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア）
①まち協活動状況パネル展示、ＪＲ能登川駅開業130周年関連パネル展示
②わがまち協働大賞を受賞

まちづくりカフェ（17:30-18:30、能登川自治会）
                （19:00-19:40、旭ヶ丘自治会）

火

(12/15-16）ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ・模擬店出店

12/22 土

Lighting Bell in NOTOGAWA（林中央公園）
・点灯式＝12/15.16:45-：オープニング
・点灯＝12/15-24.17:30-22:00

火

12/8

12/16

12/20

＊11/3(土)から12/15(土)までの毎土日曜、および12/14(金)
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）

12月の活動実績と今後の予定 （H31.1.1現在）
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（表面よりに続く）

【1月予定】

月/日 曜 主管事業部等 備     考

1/1 祝 事務局

1/4 金 事務局

1/5 土 広報

1/8 火 安全・安心

1/10 木 まちづくり

1/12 土 事務局

1/13 日 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1/15 火 事務局

1/17 木 環境 今井、三木

1/19 土 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

施設運営 やわらぎの郷公園芝生広場開放「ようこそ日曜広場」毎月第３日曜日

環境

1/21 月 事務局 ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業 第２回実行委員会(17:00-、コミセン）

1/24 木
まちづくり
広報

門脇、今井

1/25 金 健康福祉 松田

1/26 土 歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

広報

1/30 水 安全･安心 今井他

環境

【能登川病院をよくする会 関係】   

12月実績 1月予定 備   考

 土日祝、12/31を除く毎日(計19日)  土日祝、1/2-3を除く毎日(計19日) 10:00-12:00

  1(土)、2(日)、15(土)、
 16(日)、20(木)

 12(土)、19(土)、24(木) 10:00-

よくする委員会  25(火)  22(火) 16:00-

・ 9(土)：市民公開講座(能登川病院
     主催、コミセンホール)の支援
・25(日)：総会及び懇親会
     (11:00-14:00、やわらぎホール）

 -

新春のつどい(16:30-18:00、やわらぎホール）

活　動　内　容

(12/29-1/3）事務局年末年始休暇

年賀式
①やわらぎの郷公園(8:15-8:30）、②コミセン、まち協事務局(8:45-9:00)

安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、事務室）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

その他

広報部会（10:00-、事務室）
1/28 月

「ラジオかわらばん」収録 ＊龍谷大学生と対談（午前、事務室）

国民保護共同図上訓練（午前、JR能登川駅他）

（1/13-14)ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 打上げ会（17:00-1、アズイン）

会話チーム・会話活動

植栽チーム・植栽活動

1月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:00～12:00 コミセン）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

1/20 日

運営委員会(19:30-、コミセン)

のとまち協NEWS第117号.活動実施と今後の予定 2/2 H31.1.1


