
 

1 

 

 

 

理事会に先立ち、5 月 1 日に運営委員会

が開催されました。 

ここでは、5.7 開催の理事会に付議する

総会議案書の確認を行いました。 

 

 

 

平成 29 年度最終の理事会が 5 月 7 日に

開催されました。 

ここでは、5.26に開催する定時総会の議

案書を承認しました。 

 

 

・日 時：H30.5.26(土)13:30～15:30 

・場 所：能登川コミセンホール 

・議 案： 

（1） 平成 29 年度事業報告 

（2） 平成 29 年度決算報告 

会計監査報告 

（3） 平成 30 年度事業計画（案） 

（4） 平成 30 年度予算計画（案） 

（5） 理事の選任（案） 

・オープニング：木猫隊による演奏 

・審議結果：各議案とも議案書のとおり承

認されました。 

・主な質疑応答 

・質問：29年度決算報告について、まち

づくり部門の平成 29 年度事業の

内容はよくわかったが、損益計算

書では一括計上されていて事業ご

との内訳がわからない。 

人件費についてもまちづくり部

門の人件費の状況が分からない。 

・回答：ご質問の件について、説明でき

る資料は整っておりいつでもお見

せできる状況にあるが、例年、総

会資料としてはこのような形で整

理させていただいている。来年度

に向けての課題としたい。 

なお、人件費の取扱いについて

は、まちづくり部門と指定管理部

門を一体的に運営しており、経費

の支出形態としては人件費の全額

を指定管理部門から支出している。 

・質問：30年度予算について、まちづく

り部門では 30 万円を基金から取

り崩すとの説明があったが、次年

度以降も同様の扱いとなるのか。 

・回答：平成 29 年度に基金に積み立て

た 98万円（防災科学技術研究所か

らの収入）を平成 30 年度以降 3年

間にわたって、地域の防災活動に

使わせていただくため、30 万円ず

つ取り崩すというものである。 

 

 

 

総会終了後、総会で新たに選任された理

事を含めた全理事により、平成 30年度第 1

回理事会が開催されました。 

ここでは、退任された村林又藏副会長の

後任の副会長を河村松男理事（能登川地区

自治会連合会会長）とすることを決定しま

した。 

平成 30 年度役員名簿は別紙のとおりで

す。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報

事務局

広報 今井

施設運営

5/7 月 事務局 29年度理事

5/8 火 安全・安心

5/9 水 事務局

5/12 土 広報 会長

5/13 日 まちづくり 門脇

5/14 月 まちづくり

5/15 火 健康福祉 松田

環境 今井、三木

ふるさと散歩道

健康福祉 松田

事務局

健康福祉 松田

安全・安心

5/19 土 広報 今井

環境

事務局 能登川地区文化協会主催「文化講演会」協賛（13:30-、コミセンホール）

広報 今井

歴史・文化 杉浦

事務局 平成30年度定時総会(13:30-3:30、コミセンホール)

事務局 30年度理事

5/27 日 施設運営

5/28 月 健康福祉 山本

広報

健康福祉 松田

5/30 水 まちづくり

5月 随時 環境

6/2 土 広報

6/4 月 環境 南小との協働

6/5 火 安全・安心

6/8 金 歴史・文化 自主防災リーダー会議（19:30-21:00、コミセン）

施設運営

施設運営
今堀、杉浦、
事務局長

環境 中学との協働

事務局

6/13 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

6/14 木 ふるさと散歩道

6/18 月 まちづくり

6/21 木 環境

6/22 金 歴史・文化 杉浦

6/23 土 施設運営

健康福祉 山本

広報

6/27 水 事務局

6月 随時 環境

7/1 日 歴史・文化 杉浦

7/2 月 広報

7/3 火 環境 藤居会長、会員

【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21日）  土日を除く毎日 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  2(水)、12(土)、22(火)  2(土)、16(土)、21(木) 9:00-10:00

よくする委員会  24(木)  28(木) 16:00-
 

びわ湖の日(9:00-11:30、能登川漁協漁港・栗見出在家地先）

5/17 木

福祉懇談会 南学区(19:30-21:00、保健センター）

30年度理事予定者予備会議（19:30-、コミセン)

5/18 金

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)

東近江市結婚サポート連絡会（9:30-12:00、本庁)

「笑福亭智丸in能登川」公演（13:00-、やわらぎホール）

のとがわ福祉の会研修部会(19:30-21:00、保健センター）

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)

猪子山森林再生プロジェクト（13:30-15:00、猪子山)

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)

安全・安心事業部会議(10:00-、コミセン）

愛知川流域自治会防災対策会議（19:30-21:00、コミセン）

福祉懇談会 西・北学区(19:30-21:00、保健センター）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川地区平成30年度防災活動予定

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 小児科 石川依子医師

第1回通常理事会(19:30-、コミセン)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)
5/20

福祉懇談会 東学区(19:30-21:00、保健センター）

ふるさと散歩道事業部会議(19:20-21:00、コミセン)

土

5/1 火

5/5

龍谷大学深尾ゼミ学生との協議(12:15-、コミセン)

まちづくり委員研修会（19:30-、コミセン)

運営委員会(19:30-、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

第5回通常理事会(19:30-、コミセン)

(～5/11)総会案内・議案書発送

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

広報部会（10:00-、事務室）

安全・安心事業部会議(10:00-、事務室）

こどもの日園内開放（9:00～16:00 やわらぎの郷公園）

活　動　内　容

日

5/26 土

運営委員会(19:30-、コミセン)

フラ輪ープロジェクト JR駅周辺の花苗植替え(15:15-16:00、JR能登川駅東口)

赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

能公演(6/23)に関する打合せ(19:00-、コミセン)
6/11 月

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

広報部会（10:00-、事務室）
5/29 火

広報部会（10:00-、事務室）
6/25 月

能登川中学校「少年の主張（学校広場）」発表会（8:50-8:40,能登川中学校）

能公演(13:00-、コミセンホール)

フラ輪ープロジェクト JR駅周辺の花苗植替え(16:00-17:00、JR能登川駅西口)
6/12 火

東近江市結婚サポート連絡会（9:30-12:00、本庁)

ふるさと散歩道事業部会議(8:00-11:00、猪子山 現地で対象確認)

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)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

5月の活動実績と今後の予定 （H30.6.1現在）
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