
 

1 

 

 

 

運営委員会が 8 月 21 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.栗見プロジェクトについて 

・藤居会長より次の説明と提案があった。 

・栗見新田町地先の清掃については、7/1

に 16 名の参加を得て実施された。次

回は、今秋の予定。 

・栗見出在家町地先の清掃については、

参加者を募り、10/27(土)（予備日

10/28）で実施したい。 

・栗見出在家町地先の 10/27 の清掃につい

ては、実施することを決定した。 

2.JR能登川駅活性化について 

・藤居会長より「JR能登川駅は 2019/7/1に

開設 130 年を迎える。当まち協もこれに

向けたイベントを企画し、JR 能登川駅活

性化のはずみとしたい。」との提案があっ

た。 

・これに対し、次のような意見が出され、継

続して検討していくこととなった。 

・一過性のイベントもさることながら、

本質はもっと大きなテーマであり、行

政の施策を探ることが肝要。 

・130 周年記念の花壇をホームに造成す

る。 

・近江鉄道㈱のイベントを参考にする。 

・現在なされていない乗降客の分別（観

光・ハイキング・ビジネス等）リサー

チも必要であり、まずは行政に要請す

べき。 

・この種の事業は、まち協だけではでき

ない。まず、行政の能登川地区に向け

る思い、青写真を聞く必要がある。 

・こうした案件を始めとする諸課題に対

処するため、企画専門部署の設置が必

要。 

3.当まち協の（一社）東近江市観光協会

への入会について 

・法人会員(年会費 10,000 円)として入会す

ることを決定した。 

【入会の目的、理由】 

観光協会の活動（観光物産振興と情報

発信、観光全般の発展と地域経済文化の

拡充に向けた活動）がまちづくりと関連

するものであり、これに賛同する。 

4.各種イベントへの参加について 

・次のイベントに、まち協として、活動パネ

ルの展示、模擬店の出店を行うことを確

認した。 

・「第 26回能登川ふれあいフェア 2018」

（10/21(日)） 

・ 「第 60回能登川地区文化祭」 

（11/3(土)～11/4(日)） 

5.「平成 31 年新春のつどい」の開催日

について 

・H31/1/12(土)、やわらぎホールで開催する

ことを決定した。内容は今後検討する。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

事務局 コミセン、能登川支所避難訓練(15:00-、コミセン、能登川支所） コミセン職員

事務局 コミセン職員

8/4 土 広報 大橋正徳、今井

健康福祉 山本、健康推進員

安全･安心 2回 愛知川流域自治会防災対策会議第（19:30-21:00、コミセン） 今井

8/7 火 安全・安心 今井

8/9 木 事務局 東近江市地域公共交通活性化協議会(10:00-12:00、コミセン)

8/10 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報 藤居会長

健康福祉 山本

8/13 月 事務局

8/15 水 健康福祉 松田

8/16 木 環境

広報 今井

安全・安心 今井

8/20 月 環境

8/21 火 事務局

まちづくり

まちづくり

8/24 金 安全・安心 台風20号被害と活動調査 今井

広報 今井

歴史・文化 杉浦

8/26 日 安全・安心 今井

健康福祉 山本

広報

まちづくり 門脇

事務局 三木

8/28 火 健康福祉 松田

8/29 水 まちづくり 門脇

8/31 金 歴史・文化 杉浦

環境

広報

会長 藤居会長

安全･安心

健康福祉 山本

9/2 日 安全･安心

施設運営

広報

まちづくり

安全･安心

9/12 水 事務局 事務局

9/13 木 ふるさと散歩道

9/16 日 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

9/18 火 事務局

9/19 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

環境 今井、三木

9/21 金 まちづくり 門脇

9/23 日 安全・安心 今井

9/26 水 まちづくり

9/28 金 会長 藤居会長

9/30 日 歴史・文化 杉浦

環境

【能登川病院をよくする会 関係】   

8月実績 9月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝、11～13日を除く毎日（計19日）  土日祝を除く毎日（計18日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  4(土)、18(土)、21(火)  1(土)、15(土)、20(木)  9:00-10:00

よくする委員会  28(火)  25(火) 16:00-
 

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

8/18

水

9/1 土

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

9月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

事務局長会議(15:00-、本庁）

8/27 月

猪子山森林再生プロジェクト（9:30-12:00、猪子山)

まちづくり委員現地視察(研修)会（伊庭半日コース）

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:30、コミセン)

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。奇数月はまち協が回収)
9/20 木

9/3 月
赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

能登川交通安全推進大会(9:30-11:30、コミセンホール）

老ク連能登川ブロックスポーツ大会（8:30-、やわらぎの郷公園)

土

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

防災出前講座（10:00-、佐生自治会）

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)

8/2

8/6

8/11 土
東近江市結婚サポート連絡会・結婚希望者登録受付
（9:30-、八日市文化芸術会館)

月

安全・安心事業部会議(10:00-、事務室）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊県立能登川高等学校 河下太勇校長

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災の話 今井陸之助

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

さわやか道路デー（16:00-、能登川支所前道路清掃）
木

(8/13-8/16)まち協事務局夏季休暇

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

食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川南小学校学童保育所）

活　動　内　容

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

能登川地区選出市議会議員との懇談会(19:30-、コミセン）

8月 随時

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-12:00、本庁)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

防災出前講座（10:00-、伊庭町自治会）、防災訓練（伊庭町、東佐野自治会）

広報部会（10:00-、事務室）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 院内薬局 村西薬局長、吉田様8/25 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

のとがわ福祉の会役員研修会（19:30-21:00、能登川保健センター）

東近江市結婚サポート連絡会・お見合いパーティ
（18:00-21:00、パンカフェ（八日市)）

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）

防災訓練（猪子町、早刈、東佐生自治会）

防災訓練（泉台自治会）

防災訓練（佐野自治会）

運営委員会(19:30-、コミセン)

龍谷大学生との懇談会(11:00-、大津)

9/9 日

防災出前講座（10:00-、小川自治会）、防災訓練（小川、桜ヶ丘自治会）

ふれあいフェア出展(出店)者説明会(19:30-、コミセン）

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(18:30-、コミセン)
8/22

のとがわ福祉の会研修会 講師打合せ(16:00-18:00、能登川保健センター）

8月の活動実績と今後の予定 （H30.9.1現在）
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