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運営委員会が 11月 22」日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。 

1.「能登川地区まちづくり計画書（概要版）」

と H29年度事業計画について 

①事務局より、「能登川地区まちづくり計

画書（概要版）」（案）の提示があった。 

 本概要版の扱いについて、「この内容の

概要版を全戸配布した場合、これだけで

は分かりづらいのではないか。また、計

画書全文を配布する考えはないか。」等の

意見・質問が出され、検討していくこと

となった。 

②今回作成された「まちづくり計画書・改

定版」に基づき、まち協が 29年度より新

たに取り込むべき事業活動の候補につい

て説明があった。 

 本内容については、各事業部が 29年度

計画を策定する際の参考資料とすること

となった。 

2.「まち協設立 10周年記念式典」計画 

事務局より「実行委員会」における検討

状況の説明があり、これをもとに、「10

年の歩み」の説明方法、感謝状贈呈者選定

の考え方、パネルディスカッションの内容

等について意見交換をした。 

本日の意見を参考に、実行委員会で引き

続き検討することとなった。 

【参考】まち協設立 10周年記念式典 計画 

・期日：H29.3.11(土)午後 

・場所：コミセンホール 

・主な内容：・感謝状贈呈 

・パネルディスカッション 

3.H29年度「能公演」の協賛について 

施設運営事業部より「今年度開催した能

公演は好評であったので、来年度もまち協

協賛で開催することとしたい。（開催日は

H29.6.24）」との提案があり、次年度事業

の一環として予算計上の上、審議していく

こととなった。 
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Lighting Bell in NOTOGAWA 

会    場：林中央公園 

点灯期間：H28.12.17(土)～25(日) 

17:30～22:00 

模擬店出店：点灯期間中 17:00～21:00 

（水車うどん、軽食） 

主催：ライティングベル実行委員会 

共催：(一社)能登川地区まちづくり協議会 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉 松田、居原田

17 広報 今井

2 環境

広報、
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

11/7 月 施設運営

健康福祉 松田、居原田

環境

健康福祉 松田

事務局

11/11 金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

17 広報 藤居会長

健康福祉 松田、居原田

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

11/14 月 健康福祉 松田

11/15 火 ふるさと散歩道

8 11/17 木 環境

17 広報 今井

施設運営

11/20 日 環境 猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

2311/22 火 事務局

11/23 水 施設運営

1711/26 土 広報 今井

11/27 日 環境 雨天中止

13 歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本、松田

11/29 火 広報 広報事業部メンバー

健康福祉 まちづくり合同会議(10:00-、本庁） 山本

健康福祉 松田、居原田

環境

16 環境

17 広報

2 環境

広報

12/8 木 事務局

12/10 土 事務局

8 12/15 木 環境

12/16 金 健康福祉 松田、居原田

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 広報部会（10:00-、事務室） 広報事業部メンバー

環境 猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

23 事務局

12/21 日 事務局 三木

12/27 月 広報 広報部会（10:00-、事務室） 広報事業部メンバー

12/29 火 事務局

16 環境

1 【能登川病院をよくする会】関係   

2 １１月実績 １２月予定 備   考

3 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、28～31日を除く毎日（計18日） 10:00-12:00

4 植栽チーム・植栽活動  5(土)、19(土)、24(木)  3(土)、17(土)、22(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  24(木)  22(木) 16:00-

その他 3(日）わがまち協働大賞授賞式 13:15-、アピア4階

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)

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア4階）

12/3 土

まち協設立10周年記念式典実行委員会(15;00-17;00)

2017元気のつどい(H29/3/5)実行委員会（9:30-、コミセン）

11/30 水

月

11月 随時

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

12月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

ふるさと散歩道事業部 部会（9:00-、繖山地先）

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

(～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)

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

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

11/12 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊山路町自治会 自主防災会 川崎正一(まさかず)様11/19

第2回親子フェスタ(10:00-15:00、やわらぎの郷公園）

まちづくり計画策定委員会解散式（19:00-21:00、アズイン）

介護者のつどい(9:00-15:00、クレフィール湖東）

11/2 水

のとがわ福祉の会研修 防災センター（大津、8:30-）

「認知症による徘徊者の発見・声掛け訓練」打合せ（19:30-、やわらぎホール）

「認知症による徘徊者の発見・声掛け訓練」実行委員会（13:30-、佐野自治会館）

「認知症による徘徊者の発見・声掛け訓練」当日（8:00-14:00、コミセン）

11/9

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)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

「環境美化の日」一斉清掃(9:30-11:30、川南～今町地先の愛知川左岸）

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）＊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-）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院副院長 辻井 久先生

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

「認知症による徘徊者の発見・声掛け訓練」実行委員会（13:30-、佐野自治会館）

活　動　内　容

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

11/5 土

(11/5、6)文化祭 パネル展示、模擬店出店（模擬店は11/6のみ10:00-16:00)

ふるさと散歩道事業部 部会（19:00-、コミセン）

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-）

第3回能登川寄席(13:00-16:00、コミセンホール）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（林中央公園）
＊11/12(土)から12/11(日)までの毎土日曜、および12/16(金)

土

段ボールコンポスト研修会(10:00-、コミセン)

施設運営事業部会議・能登川中学校と打合せ(10:00-、コミセン）

ライティングベル実行委員会 会議（19:00-、アズイン）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)
11/28

「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）

水
環境事業部会議(10:00-、コミセン）

広報部会（10:00-、事務室）

「フラ輪ープロジェクト」(15:30-16:30、JR能登川駅 東・西口 花植替え）

12/20 火

11/10 木
まち協設立10周年記念式典実行委員会(15;00-17;00)

11月の活動実績と今後の予定 （H28.12.1現在）
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