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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 

 みなさま、新年あけましておめでとうご

ざいます。ご家族で新たな年を迎えられ、

本年もより佳き年となるようにこころ新た

にしておられることと、ご推察いたしてお

ります。 

 能登川地区まちづくり協議会も平成１９

年３月の設立から１０年という節目の年を

迎えております。 

 今般、「住みよい 住みたい 住みつづ

けたい 水車のまち 能登川」をキャッチ

フレーズとする能登川地区の新たなまちづ

くり計画が策定されました。 

 能登川地区には、日本遺産に指定された

「水辺の景観」をはじめ、里山やそれらを

とりまく歴史と伝統など、地域には多くの

宝があります。本年から更なる能登川の良

さにみがきをかけ、それらを生かしたまち

づくりと人とびとのふれあいを醸してゆき

たいと思います。 

 すでに多くの取り組みが地域においてな

され実績を挙げておられます。みんなが協

働してかがやく能登川地区となる歩みをさ

らに進めてまいりましょう。 

 

 

 

 

運営委員会が 12月 20日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。 

1.Ｈ29年度事業計画の策定について 

下記を確認した。 

・29 年度の事業計画は、今回新たに作成

されたまちづくり計画の内容を盛り込

んで策定する。 

・「プロジェクト事業部」と「まちづく

り事業部」を統合する方向とする。 

2.「地区まちづくり計画書（改定版）概要

版」について 

下記資料の説明があり、承認された。 

・前回運営委員会に提示された概要版の

修正版 

・概要版の補足説明資料（計画の内容に

ついて、概要版には大項目しか書かれ

ていないため、これの具体的展開を説

明した資料。概要版に挟み込んで使用

する。） 

3.まち協設立 10周年記念式典(3/11)計画 

第 3回実行委員会(12/8）における検討状

況（式典の詳細次第）について、次の報告

があった。 

・オープニング 

（能登川中学校吹奏楽部演奏） 

・「まち協設立 10 年のあゆみ」紹介 

（スライド上映）  

・会長挨拶 

・感謝状贈呈 

・来賓挨拶 

・日舞（三番叟） 

・パネルディスカッション 

・テーマ：人が輝くまちづくり 

・コーディネーター:谷口教授 

・パネラー：５名(内、2 名は能登

川中学校生徒) 

 （全体の時間：13:00～15:45 予定） 

4.ライティングベルの開催状況（報告） 

ライティングベルの認知度が向上してい

る。今年は多くの報道機関から取材を受け

た。今年の飾り付けボランティアは 350 名

で、昨年より 100 名増となった。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

17 広報

2 環境

安全・安心 今井、来訪者＝17名

広報

12/5 月 事務局 正副会長、三木

12/6 火 歴史・文化 杉浦

12/8 木 事務局

12/9 金 事務局

17 広報 藤居会長

健康福祉 山本

安全・安心 今井

12/13 火 まちづくり

8 12/15 木 環境

12/16 金 健康福祉 松田

17 広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

12/18 日 ふるさと散歩道

12/19 月 広報 広報事業部メンバー

環境

23 事務局

安全・安心 今井(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ)

事務局 三木

1712/24 土 広報 今井

12/26 月 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

12/27 火 広報 広報事業部メンバー

12/29 木 事務局

16 環境

1/4 水 事務局

17 広報

2 環境

1/10 火 事務局

1/14 土 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

23 1/17 火 事務局

1/18 水 健康福祉 山本

8 1/19 木 環境

1/20 金 環境

1/21 土 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉

広報 広報事業部メンバー

1/24 火 ふるさと散歩道

1/28 土 事務局 第2回自治会長会(15:00-、やわらぎホール）

1/30 月 歴史・文化 杉浦

13 環境

1 【能登川病院をよくする会】関係   

2 １２月実績 １月予定 備   考

3 会話チーム・会話活動  土日祝日、28～31日を除く毎日（計18日）  1～3日、土日祝日を除く毎日（計19日） 10:00-12:00

4 植栽チーム・植栽活動  3(土)、17(土)、22(木)  7(土)、21(土)、26(木) 10:00-

5 事務運営チーム・打合せ  なし  なし

6 よくする委員会  22(木)  26(木) 16:00-

その他

  3(土）わがまち協働大賞授賞式(ｱﾋﾟｱ)
　　・入賞：能登川病院をよくする会
　　・協働コーディネート賞：菊川弘氏
 14(水) リーダー会議(コミセン）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

東近江市内まち協合同事業実行委員会（10:00-、本庁）

広報部会（10:00-、事務室）
1/23 月

12/21 水
滋賀県自主防災組織リーダー研修会 HUG研修（15:30-17:30、県消防学校)

12月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

元気のつどい(3/5)実行委員会(9：30-、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

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）毎土曜日に実施(9:00-）

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

ふるさと散歩道事業部 部会（19:30-、コミセン）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア4階）まち協活動状況パネル展示

12/3 土

まち協設立10周年記念式典実行委員会(15:00-17:00)

(～1/3）事務局年末年始休暇

事務局長会議(16:00-、八日市コミセン)

「わいわい甲賀楽交講座」視察研修対応(10:00-11:30、コミセン)

火

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

ふるさと散歩道事業部 部会（9:00-12:00、繖山地先）

(～12/25)Lighting Bell in NOTOGAWA点灯（17:30-22:00、林中央公園)

Lighting Bell in NOTOGAWA点灯式（16:45-オープニング、林中央公園）

東近江市体験型婚活バスツアー応援（太郎坊宮他）

「認知症による徘徊者の発見・声掛け訓練」実行委員会見守りネットワーク会議
（10:30-、佐野自治会館）

歴史文化基本構想策定に係わる地域活動調査（9：00-、本庁）

活　動　内　容

12/20

出前講座（19:30-、大地自治会）

広報部会（10:00-、事務室）

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

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）毎土曜日に実施(9:00-）

正副会長会（8:00-9:00、コミセン)

12/10

1月 随時

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協自主防災活動報告（今井）

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

12/17 土

1/7

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

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）

(1/14,15)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）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

土

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ応援者の親睦会(18:00-、アズイン）

土

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

まちづくり事業部会議(13:00-14:00、コミセン)

御用始め

広報部会（10:00-、事務室）

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

12月の活動実績と今後の予定 （H29.1.1現在）
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