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平成 28年度理事による最後の理事会が 5月

8 日に開催されました。主な内容は以下のと

おりです。 

1. 平成 29年度定時総会議案書（案）に

ついて 

事務局より、議案書案について説明があ

り、承認された。 

 (注)議案書は、会員の皆様には 5/11 頃

発送しました。 

2.会計規程の見直しについて 

事務局より、会計規定の見直しについて、

必要性、具体的見直し内容案の説明があっ

た。 

見直し案は承認され、同日から施行する

こととなった。 

(注)見直し後の規定内容は、ホームペー

ジに掲載しています。 

 

 

 

・日 時：H29.5.27(土)13:30～16:30 

・場 所：能登川コミセンホール 

・議 案： 

（1） まちづくり計画改定の報告 

（2） 平成 28年度事業報告 

（3） 平成 28年度決算報告 

会計監査報告 

（4） 平成 29年度事業計画（案） 

（5） 平成 29年度予算計画（案） 

（6） 役員の改選 

理事・監事の改選 

・正会員出席者：148名（内委任状 56名） 

（参考：正会員総数は、185 名） 

・審議結果： 

すべて、議案書通り承認された。 

 

 

  

定時総会終了後、定時総会で就任が決まっ

た新理事による理事会が開催され、会長、

副会長等の役職が下のとおり決定されまし

た。 

代表理事（会長） 藤居 正博 

業務執行理事（副会長） 四方 秀亮 

業務執行理事（副会長） 村林 又藏 

業務執行理事（会計） 北﨑 富三 

業務執行理事（指定管理）居原田 善嗣 

理事 村川 幸市郎 

理事 青木 新次 

理事 小林 重治 

理事 北村 庄太郎 

理事 椎  秀和 

理事 堤  剛 

理事 田井中 誠 

理事 上田 米治 

理事 中川 博次 

理事 松原 𠮷藏 

理事 大西 由治 

理事 沖  利貢 

理事 北岡 芙美子 

理事 北村 鎰子 

理事 小松 安希子 

理事 里田 起明 

監事 荻野 忍 

監事 田井中弥一郎 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

5/1 月 安全・安心 今井

広報

事務局

5/4 木 歴史・文化 杉浦、門脇

5/5 金 施設運営

5/6 土 広報 今井

5/8 月 事務局

安全・安心

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 三木

事務局

まちづくり

5/12 金 安全・安心

5/13 土 広報 藤居会長

5/15 月 まちづくり

5/17 水 健康福祉 松田

安全・安心 今井

8 環境

施設運営

事務局 三木

歴史・文化 杉浦

安全・安心 今井

広報 今井

環境

5/22 月 健康福祉 山本

5/24 水 安全・安心 今井

広報 今井

歴史・文化 杉浦

事務局

事務局

施設運営 今堀、三木

健康福祉 松田

5/30 火 広報

環境

広報

歴史・文化 杉浦、門脇

6/5 月 環境

6/6 火 施設運営

6/9 金 会長

6/12 月 安全・安心

環境

事務局

健康福祉 松田

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

6/16 金 ふるさと散歩道

6/17 土 安全・安心 今井

8 6/21 水 環境

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

まちづくり
施設運営

6/25 日 歴史・文化 杉浦

6/27 火 広報

6/30 金 健康福祉 松田

環境

7/4 火 環境

【能登川病院をよくする会】関係   

5月実績 6月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝日を除く毎日（計20日）  土日を除く毎日（計22日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  6(土)、20(土)、23(火)  3(土)、17(土)、20(火) 9:00-

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  25(木)  22(木) 16:00-
よくする会総会  28(木)(コミセン) 11:00-14:00

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

5月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

6/13

第1回理事会(総会終了後）

5/2 火

こどもの日わんぱくフェスタ(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:30、能登川地区内)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

5/27 土

5/10 水
防災活動事例研修(14:00-16:00、名古屋)

火
フラ輪ープロジェクト 花苗植替作業(16:30-、JR能登川駅周辺）

活　動　内　容

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川東小学校 大石建夫校長、
　青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

平成29年度定時総会（コミセンホール、13:30～16:30）

事業部会議(19:30-、二丁目植堂)

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

第5回通常理事会(19:30-、コミセン）

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)

まちづくり委員研修会（19：30-21：30、コミセン）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

事業部会議(10:00-11:00、事務室)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川消防署 山本定男署長他

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 外科 油木純一医師

「笑福亭智丸の会in能登川」(10/7）打合せ(12:00-13:00、コミセン)

ｅコミサーバー取扱研修(14:00-16:00、名古屋)

広報部会（10:00-、事務室）

5/18 木
滋賀防災カフェ(18:30-20:30、大津）

6月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

5/11 木

理事就任予定者予備会議(19:30-21:00、コミセン）

第1回東近江市まち協連絡会代表者会議(16:00-、本庁）

自主防災研修会(9:30-11:30、コミセン）

6/3 土
「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:30、能登川地区内)

第4回まち協会長杯ゲートボール大会(やわらぎの郷公園）

運営委員会(19:30-21:30、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

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。偶数月は業者回収)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 中島みちる様

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

能楽を楽しむ能装束着付実演と能「安達原」
(13:00開演、コミセンホール）

6/24

事業部会議(19:30-、コミセン）

広報部会（10:00-、事務室）

徘徊保護訓練実行委員会(10:00-、佐野公民館）

びわ湖清掃(9:30-11:30、栗見出在家町地先）

6/14 水

第1回事務局長会議(15:00-、本庁）

(-5/19）福祉懇談会(各日19:30-、なごみ）

防災市民フォーラム(13:00-17:00、大津）

のとがわ福祉の会事務局会議（14:00-、なごみ）

5/20 土

5/29 月
のとがわ福祉の会研修部会（19:30-、なごみ）

地域防災研究会(14:00-17:00、名古屋）

土

広報部会（10:00-、事務室）

東近江市結婚サポート連絡会（14：00-、本庁)

事業部会議(10:00-、コミセン)

事業部会議(10:00-、コミセン)

能公演(6/24）打合せ(19:00-、コミセン）

5/19 金

ロケットサーカス会場のイルミ飾りつけ

５月の活動実績と今後の予定 （H29.6.1現在）
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