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運営委員会が 4 月 18 日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。 

1. 平成 29 年度定時総会開催計画につ

いて 

事務局より、議案書案、会場設営計画案

等について説明があった。 

議案書文言の表記方法等について一部修

正意見が出され、事務局で見直しをするこ

ととなった。 

(注)議案書は、会員の皆様には 5/15 頃お

届けする予定です。 

2.会計規程の見直しについて 
事務局より、会計規定の見直しについて、

必要性、具体的見直し内容案の説明があっ

た。 

規程の表現方法等について一部修正意見

が出され、事務局で修正の上、5/8 の理事

会で承認を得て、施行することとなった。 

(注)見直し後の規定内容は、理事会の承

認が得られた後、ホームページに掲

載します。 

3. 能登川地区自治会連合会総会への説

明内容について 

平成 29年度の新自治会長による標記総

会が、4/22、コミセンにおいて開催される

が、この総会において、次の説明をするこ

とを確認した。 

【能登川地区まちづくり協議会の紹介】 

・当協議会の活動状況 

・能登川地区まちづくり計画 

【案内・依頼事項】 

・まちづくり委員研修会の開催、自主防

災研修会の開催、まち協出前講座の案

内、廃食油回収事業参画の案内、広報

紙・ラジオかわらばんへの情報提供依

頼、各種サービスの案内 

 

平成 29年度定時総会計画 

・日 時：H29.5.27(土)13:30～16:30 

13：00 受付開始 

・場 所：能登川コミセンホール 

・議 案： 

（1） まちづくり計画改定の報告 

（2） 平成 28年度事業報告 

（3） 平成 28年度決算報告 

会計監査報告 

（4） 平成 29年度事業計画（案） 

（5） 平成 29年度予算計画（案） 

（6） 役員の改選 

理事・監事の改選 
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5月 10日～16 日：鳥類保護連絡

協議会が設けた愛鳥週間 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

事務局

事務局

施設運営

4/4 火 安全・安心

4/6 木 まちづくり

4/7 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報 今井

施設運営 模擬店は雨天中止

4/11 火 事務局

4/13 木 ふるさと散歩道

4/15 土 広報 今井

4/18 火 事務局

環境 今井

8 環境

広報 今井

施設運営

事務局

4/25 火 広報 広報部会（10:00-11:30、事務室）

事務局

施設運営 「能公演」の打合せ（19:00-、出路会長宅） 今堀

会長 四方副会長

広報 今井

歴史・文化 杉浦

4/30 日 事務局 ﾜｰﾙﾄﾞ ｻｲｸﾙ ﾍﾞｯｸ ｵﾝ ﾌｪｽﾀ 模擬店出店(8:00-17:00) 山本、松田他

環境

広報 広報部会（10:00-、事務室） 広報事業部メンバー

事務局

5/4 木 歴史・文化 杉浦、門脇

5/5 金 施設運営

5/6 土 広報

5/8 月 事務局

5/10 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

5/11 木 まちづくり

5/12 金 安全・安心

5/15 月 まちづくり

8 5/18 木 環境

5/20 土 環境 今井

歴史・文化 杉浦

事務局

事務局

健康福祉 東近江市結婚サポート連絡会 山本

環境

【能登川病院をよくする会】関係   

4月実績 5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20日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  1(土)、15(土)、25(火)  6(土)、20(土)、23(火) 9:00-

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  27(木)  25(木) 16:00-

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

平成29年度定時総会（コミセンホール、13:30～16:30）

事業部会議(19:30-、二丁目植堂)

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

第5回通常理事会(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)

まちづくり委員研修会（19：30-21：30、コミセン）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

事業部会議(10:00-11:00、事務室)

5月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

第1回理事会(総会終了後）

5/27 土

5月 未定

活　動　内　容

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)

（4/8-9)さくらを観る日(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川中学校 小口校長、
　青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

事業部会議(10:00-11:00、事務室）

自治会連合会総会(13:30-、コミセンホール）

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

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、二丁目植堂 増田健多様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協設立10周年記念式典 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ後半 谷口浩志先生他

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 内科 吉田寿一郎先生

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協設立10周年記念式典 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ前半 谷口浩志先生他

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

事業部会議(19:30-、事務室)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

やわらぎの郷公園年度始め式(8:30-、やわらぎの郷公園）

こどもの日わんぱくフェスタ(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

4/3 月 能装束着付実演と能「安達原」(6/24、コミセンホール）
チケット販売開始

4/22 土

4/20

事業部会議(9:00-12:00、繖山の石造物と古木探索、
ほっとスポット現地視察）

木

4/8 土

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:30、能登川地区内)

5/2 火

4/1 土

4月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

事業部長会(19:30-21:00、事務室)

会計監査（9:30-12:00)

コミセン・事務局 年度始め式、新職員辞令交付式(8:30-、事務室）

第4回まち協会長杯グラウンドゴルフ大会
(8:30-16:00、やわらぎの郷公園）

能登川地区子ども会総会(20:00-、コミセン）

4/29 土

4/26 水

４月の活動実績と今後の予定 （H29.5.1現在）
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