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運営委員会が 9 月 19 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.指定管理事業における実費弁償方式

の選択について 

(1)指定管理事業は、現状は、実費弁償方式

により実施しているが、次年度以降はこ

れを継続するか否かの選択が可能となる

ことに関し、経緯と実費弁償方式採否の

メリット、デメリットについて、会長、

事務局より説明があった。 

(2)本件に関する当まち協としての方針に

ついては、次の状況から、実費弁償方式

を継続する方向となった。 

・当まち協のコミセン事業においては、

余剰金が出るような状況でない。 

2.「平成 30年 新春のつどい」（案） 

当まち協主催で、次の内容で開催するこ

とを確認した。 

・日時：H30.1.20(土)16:30～18:00 

・場所：能登川コミュニティセンターホール 

・参加対象（案内状送付者）：約 260名 

・まち協会員（個人会員、団体会員、 

まちづくり委員） 

・来賓（当まち協関連の東近江市行

政部門、能登川地区在住の

県議会議員、市議会議員、市

民活動団体） 

・次第案 

・年頭挨拶 

・来賓祝辞 

・懇談、会食 

（＊何かのイベントを検討する。） 

・参加費：500円 

・その他（会食のメニュー）： 

アルコール類（ノンアルコールを含

む）は出さない。お茶、ジュース、

菓子、オードブル程度を提供。 

◎第５４回能登川地区市民運動会 

・日時：H29．10.8(日) 8:20 入場行進 

・場所：能登川スポーツセンターグラウンド 

◎第２５回能登川ふれあいフェア 

・日時：H29．10.15(日) 9:00～15:00 

・場所：ふれあい運動公園 

・当まち協からの参加内容： 

・活動状況紹介パネルの展示 

・会場整備の支援 

◎第 59 回能登川地区文化祭 

・菊花展：H29．10.30(月)～11.5(日) 

・作品展示、芸能発表会、各種催し： 

H29．11.4(土)～11.5(日) 

（＊当まち協からは、活動状況紹介パネ

ルの展示をする。） 

・能登川地区青少年育成大会： 

H29．11.4(土) 

・場所：いずれも能登川コミュニティセンター 

第１４回 2017 Lighting Bell in NOTOGAWA 

・日時：H29．12.16(土)～24(日) 

17:30～22:00 

・場所：林中央公園 

※飾りつけ準備、後片付けのお手伝いを求め

ています!!  

下記のご都合の良い日・時間にお手伝い 

ください。 

11 月：11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、

25(土)、26(日) 

12月： 2(土)、 3(日)、 9(土)、10(日) 

後片付け：12.25(月)、1.13(土)、1.14(日) 

＊いずれも、9:00～12:00、13:00～16:00 

（短時間でも可能です） 

＊暖かい服装、軍手、長靴をご用意くださ

い。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

会長 藤居会長

9/3 日 まちづくり 参加19名

9/4 月 施設運営

9/5 火 広報

9/6 水 事務局

9/7 木 安全・安心

広報 藤居会長

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ ライティングベル定例会議、ＢＢＱ大会（18：00-）

会長 参加8名

9/11 月 事務局

9/12 火 ふるさと散歩道

9/16 土 広報 今井

9/19 火 事務局

9/20 水 環境

9/21 木 環境

9/23 土 広報 今井

9/25 月 広報

9/26 火 健康福祉 居原田、松田

9/27 水 施設運営

会長 藤居会長

健康福祉 山本

広報 今井

まちづくり

9月 随時 環境

10/1 日 歴史・文化 杉浦

10/3 火 健康福祉 居原田、松田

広報

施設運営

10/10 火 事務局 正副会長会(8:00-9:00、事務室） 正副会長、三木

10/11 水 事務局

10/17 火 事務局

10/19 木 環境

10/20 金 環境

10/20 金 事務局

10/22 日 歴史・文化 杉浦、門脇

施設運営

健康福祉 徘徊保護訓練 事前研修会(14:00-16:00、コミセン 居原田、松田

10/29 日 歴史・文化 杉浦

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

【能登川病院をよくする会】関係   

9月実績 10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21日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  2(土)、16(土)、21(木)  7(土)、21(土)、24(火) 10:00-11:00

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  28(木)  26(木) 16:00-

土

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙに合わせた水車設置に関する現地調査（9:00-12:00、林中央公園）

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）10月 未定

東近江市まちづくり協議会交流会・懇親会(14:00-、八日市商工会議所）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、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)

東近江市結婚サポート連絡会(三木市来訪)（13:00-、本庁)

「徘徊保護 声掛け訓練」実行委員会（13：30-16：00、佐野公民館）

赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

施設運営事業部会議(13:30-15:30、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

老ク連能登川ブロックスポーツ大会・会長来賓（8:20-、やわらぎの郷公園)
9/28 木

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

能登川交通安全推進大会(9:30-11:40、コミセンホール）

まちづくり委員視察研修 市内の日本遺産３ヶ所探訪

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9/2 土

活　動　内　容

コミュニティセンター指定管理者申請

収益事業についての勉強会（19:30-、本庁）

中間会計監査(9:00-12:30、コミセン)

第3回通常理事会(19:30-21:00、コミセン)

ふるさと散歩道事業部会議(19:00-21:00、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:00、能登川地区内)

親子フェスタ（10:00-15:00、やわらぎの郷公園）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

10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）
＊NPO法人エトコロ 北川陽子様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災活動 安全･安心事業部 今井部長

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川コールシャンテ 40周年記念コンサート

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院外科 長谷川均医師

9/9 土

10/7 土
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会+コミセン。偶数月は業者回収)

笑福亭智丸の会（13:30-16:30、コミセンホール）

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

猪子山作業(13:00-16:00、猪子山)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

徘徊保護訓練 徘徊役、観察係 説明会(19:30-21:00、やわらぎホール）

10/28 土

9/30

９月の活動実績と今後の予定 （H29.10.1現在）

のとまち協NEWS第102号   2 H29.10.1


