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下記のとおり、運営委員会、理事会が開催

されました。主な審議状況は以下のとおりで

す。 

○運営委員会（開催日：Ｈ28.5.2） 

5/28総会の議案書案の審議をした。 

本結果を反映した議案書は、5/6 の理事会

に提出した。 

○理事会（開催日：Ｈ28.5.6） 

1.新入会会員の承認について 

個人会員 2名の入会が承認された。 

【結果】個人 104 名、団体 16、 

自治会 53、合計 173名 

2.定時総会議案書について 

5/28 総会の議案書案の審議をし、承認

された。 

なお、議案書は、5/13 に会員に発送し

た。 

 

 

 
 

・日 時：Ｈ28.5.28(土) 9：00～11：30  

・場 所：やわらぎホール 

・出席者：正会員＝148名(内,委任状 58名) 

準会員(まちづくり委員)＝29名 

来賓＝12名 

・議 案：1.平成 27 年度事業報告 

2.平成 27年度決算報告、 

監査報告 

3.平成 28年度事業計画 

4.平成 28年度予算 

5.定款の変更 

6.役員の改選 

・審議結果：各議案は全て議案書通り承認

された。 

・主な質問等と回答 

・全世帯アンケート結果の自治会フィード

バック方法については、自治会の要望に

合わせ柔軟に対応する。 

・27年度分の消費税は、28年度に収めるこ

ととしており、予算に計上されている。 

・28年度予算で経常利益が赤字となってい

るが、この理由は、「全世帯アンケート」

の集計やまちづくり計画の全戸配布等、

28 年度には特別の費用が掛かるためであ

る。なお、前年度繰越金を含めた収支で

は黒字になっている。 

 

本日の総会をもって退任・辞任された 

理事、監事の皆様、1 年間大変ご苦労様で

した。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

平成 28 年度理事による平成 28 年度第 1 回通

常理事会が 5 月 28 日、総会終了後に開催され、

役員体制を次のとおりとすることが決定されま

した。 

役 職     氏 名    

代表理事(会長) 藤居 正博 

副会長 四方 秀亮 

副会長 荻野 忍 

業務執行理事 

(会計) 櫛田 善春 

業務執行理事 

(指定管理) 居原田 善嗣 

理事 村田 八佐夫 

理事 田附 修 

理事 桂田 昌彦 

理事 吉坂 勝方 

理事 塚本 清弘 

理事 小嶋 宏 

理事 阿部 信夫 

理事 冨田 義弘 

理事 鈴木 英夫 

理事 尾原 道隆 

理事 辻 昭夫 

理事 冨江 清 

理事 北岡 芙美子 

理事 北村 鎰子 

理事 小松 安希子 

監事 浅井 利温 

監事 田井中弥一郎 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報

事務局

5/6 金 事務局 27年度理事

広報 今井

環境

5/12 木 ふるさと散歩道

5/14 土 広報 藤居会長

5/16 月 まちづくり 24自治会28名

副会長 四方

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

5/19 木 環境 22自治会、コミセン

5/20 金 事務局

5/21 土 広報 今井

広報 今井

事務局
出席正会員148名
（委任状を含む）

事務局 28年度理事

5/30 月 歴史・文化 杉浦

5/31 火 広報

環境

6/1 水 事務局 今堀、杉浦、三木

会長 能登川中学校体育大会(8:25、能登川中学校) ＊予備日：6/6 四方（会長代理）

ライティングベル ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

広報

6/5 日 環境

6/10 金 会長 四方（会長代理）

6/11 土 事務局

6/12 日 健康福祉

施設運営

会長 藤居会長

6/14 火 ふるさと散歩道

6/16 木 環境 22自治会、コミセン

6/17 金 会長 藤居会長

6/21 火 事務局

6/24 金 安全・安心

6/26 日 歴史・文化 今井

歴史・文化 杉浦

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

広報

事務局

事務局

事務局

環境

7/1 金 環境 びわ湖の日(9:00-11:30、能登川漁協漁港・栗見出在家地先） 荒天中止

7/2 土 環境 段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

【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）  土日祝日を除く毎日（計22日）

植栽チーム・植栽活動  7(土)、21(土)、26(火)  4(土)、18(土)、28(火)

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  27(金)  24(金)

 7(土）能登川病院看護の日
 イベント（14:00-15:00)

 25(土)能登川病院をよくする会
 総会(11:00-14:00、ｺﾐｾﾝﾎｰﾙ）

「東近江市地域担当職員、地域活動応援隊」発足

高松市東校区コミュニティ協議会来訪(14:00-、コミセン）

のとがわ福祉の会１０周年記念事業(13:30-、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)

第1回通常理事会(総会終了時、やわらぎホール)

能登川地区選出議員との懇談会(18:30-21:00,コミセン）

自主防災研修会(19:00-21:30、コミセンホール)

能公演「能装束着付け実演と『能公演』」
(13:30-、コミセンホール)

第４回能公演実行委員会(19:30-、コミセン）

環境事業部会(9:00-9:40、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊自主防災活動、まちづくりアンケート

第１回ふれあいフェア実行委員会(19:30-、コミセン）

赤十字奉仕団 奉仕活動（8:30-、やわらぎの郷公園）

活　動　内　容

ふるさと散歩道事業部会議(19:00-、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊東近江市青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ河島美智子様

老ク連グラウンドゴルフ大会 挨拶（ふれあい運動公園）

5/28

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-）

運営委員会(19:30-、コミセン)

第４回通常理事会(19:30-、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。奇数月はまち協が回収)

まちづくり委員研修会（19:30-、コミセン)

28年度理事予定者予備会議（19:30-、コミセン)

金

土

広報部会（10:00-、事務室）

まち協連絡会代表者会議・懇談会(10:00-、本庁）

湖南市平松区ＤＩＧ出前講座(19:00-21:00)

定時総会(9:00-12:00、やわらぎホール) 

広報部会（10:00-、コミセン）

ふるさと散歩道事業部会議(19:00-、コミセン)

5月 随時

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 眼科科医 吉田裕介先生

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）基本は毎土曜日に実施(9:00-）

その他

5/2 月

5/7

6/28 火

6/30 木

6/3

5/18 水
まちづくり計画策定委員会（17:30-、事務室）

土

6月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。偶数月は業者が回収)

運営委員会(19:30-、コミセン)

まちづくり計画策定委員会（17:30-、事務室）
6/27 月

老ク連会長杯ゲートボ-ル大会挨拶（8:30-、やわらぎの郷公園）

6/4 土
環境

愛東まち協製作の新型フラワーポットづくり作業見学他
（8:30-10:30、愛東コミセン）

6/13 月

５月の活動実績と今後の予定 （H28.6.1現在）

のとまち協NEWS第86号   2 H28.6.1


