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理事会が 7 月 21 日に開催されました。主

な内容は以下のとおりです。 

なお、運営委員会が 7 月 11 日に開催され

ましたが、内容は理事会と重複する部分が

多いのでここでの記載は省略します。 

1.平成 29年 7月九州北部豪雨被災地復旧支

援募金の実施について 

事務局より次の説明があり、承認された。 

・募金期間：7.12(水)～8.31(木) 

・受付場所：まち協事務局 

・届 け 先：被災地の災害ボランティア 

センターを運営する団体

（社会福祉協議会等） 

2.平成 29年度第 1四半期会計報告 

当まち協全体の収支状況について、事務

局より報告があった。 

3.協賛・後援等の状況 

「能装束着付実演と能『安達原』」(6/24)

をはじめ 7 件の協賛・後援の実績と予定に

ついて報告があった。 

4.まちづくり部門平成 29年度新規事業の進

捗状況報告 

まちづくり事業部より、表記について報

告があった。併せて、今後、自治会、市民活

動団体等との連携拡大を目指すこととなっ

た。 

また、藤居会長より次の報告があった。 

「加藤誠一県議会議員より『まちづくり

の包括的な企画提言を行う、有識者を含め

た組織の新設』について提言を頂いた。この

件で、7/20 に加藤議員と意見交換をした。」 

5.その他 

・里田理事より、今年度の能登川地区市民運

動会の説明と参加要請があった。 

・小松理事より、まち協事業の展開に当たっ

て「能登川のむかし話」(サンブライト出

版。1980.3）の活用をすべきとの提案があ

った。 

・村林副会長より、栗見出在家町のイベント

紹介があった。 

・青木理事より、駅前活用賑わい創出の件

（道しるべに代わる観光案内所設置要望

等）について説明があった。 

・脇副支所長より、東近江市（天然）ホンモ

ロコ特産品推進協議会の活動紹介があっ

た。 

・四方副会長より、今年度のライティングベ

ルに関し「開催日は 12/16（土）～24（日）

とする。また、付随したプレイベント開催

も検討中である。これらは、『能登川大好

き人間』等の新規事業との関連性に基づく

ものとする。」旨の説明があった。 

 

 

 

 

能登川地区まちづくり協議会活動の一環

として、文化庁が「日本遺産（日本の文化・

伝統を語るストーリー）」に認定した市内３

か所の景観や町並みを、市の行政バスで視

察します。地域の宝であり魅力的な観光資

源にもなる「日本遺産」に触れられる絶好の

機会です。 

受け入れに少し余裕がありますので、先

着 10 名様に限り、会員の方の参加を受け付

けたいと思います。 

参加ご希望の方は、8 月 10 日（木）まで

に電話で（まち協事務局 050-5802-2793 ま

で）お申し込みください。 

１．日 時：平成 29 年 9 月 3 日（日） 

9：00～16：00 

午前 9 時までに、能登川コミ

ュニティセンターに集合して

ください。 

２．視察先：奥永源寺（山村景観）⇒（昼食）

⇒五個荘金堂（町並み） 

⇒能登川伊庭（水辺景観） 

３．参加費：無料 

４．その他：昼食を事務局で用意させて 

いただきます。 

のとまち協 NEWS 第 100 号 

H29.8.1発行 

 

一般社団法人 

能登川地区まちづくり協議会 

IP電話 050-5802-2793  

FAX(専用)0748-42-1556 

理事会 (7.21)報告 

 

東近江市内の「日本遺産」に 

触れてみませんか！ 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

7/1 土 広報 今井

7/3 月 広報

7/4 火 環境 藤居会長、今井他

7/5 水 健康福祉 のとがわ福祉の会打合せ（14:00-、能登川保健センター） 松田

広報 藤居会長

環境 今井

まちづくり
四方、櫛田、
今井、門脇

まちづくり 出役6名

事務局 あわら市本庄公民館視察研修来訪（10:15-11:45) 22名

7/10 月 安全・安心

7/11 火 事務局

安全・安心

環境

事務局 藤居会長、今井、門脇

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

7/14 金 会長 藤居会長

広報 今井

まちづくり 藤居会長、四方

7/19 金 まちづくり

8 環境 三木、今井

会長 藤居会長、三木、門脇

環境 堀

7/21 金 事務局

7/22 土 広報 今井

7/24 月 健康福祉 山本
7/25 火 健康福祉 山本
7/28 金 安全・安心 ｅマップ講習(19:00-21:00、コミセン) 今井

広報 今井

ふるさと散歩道 猪子山頂上付近の整備(8:30-12:00)

歴史・文化 杉浦

7/31 月 健康福祉 山本

環境

8/3 木 安全・安心 神郷自治会への防災出前講座(19:00-21:00、神郷自治会館） 今井

8/5 土 広報

8/7 月 安全・安心

8/9 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

8/13 日 まちづくり

8/14 月 事務局

8 環境

まちづくり

8/21 月 施設運営

8/22 火 事務局

施設運営

健康福祉 松田

8/26 土 歴史・文化 杉浦

8/27 日 安全・安心 伊庭町自治会への防災出前講座(10:00-11:00、伊庭勤節館） 今井

8/29 火 まちづくり

8/31 木 歴史・文化 杉浦

8/31 木 健康福祉 松田

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

9/3 日 まちづくり

【能登川病院をよくする会】関係   

7月実績 8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、8/14-16を除く毎日（計19日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  1(土)、15(土)、25(火)  5(土)、19(土)、24(木) 9:00-10：00

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  27(木)  31(木) 16:00-

湖東病院、日野病院見学  -  8/3(木) 13:00-

8月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

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)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

7/20 木

猪子山森林再生プロジェクト作業(9:00-11:30、猪子山)

7月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

徘徊保護訓練についての自治会への説明会(19:30-、やわらぎホール）

南小学童保育所(140名)への簡単おやつ作り(9:30-）

北小学童保育所(25名)への簡単おやつ作り(9:30-）

東近江市結婚サポート連絡会（14：00-、本庁)

金8/25

8月 随時

8/17 木

市内の日本遺産３ヶ所探訪

第2回まち協杯ゲートボール大会(やわらぎの郷公園）

やわらぎの郷公園造形遊具ペンキ塗り応援(8:00-10:30)

事業部会議(19:30-21:10、コミセン）

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

稲枝青少年育成協議会、ドリームハイツ自治会、新宮東自治会へ
イルミ球の貸出し

（8/14-16）事務局夏季休暇

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)

事業部会議(19:30-、コミセン）

のとがわ福祉の会役員研修会（19:30-、やわらぎホール）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

能登川青年団主催の「第6回能登川BON!!おどり」(15:00-20:00、まち協後援)

能登川中学校生徒会との懇談会（13:00-14:00、コミセン）

活　動　内　容

まち協事業の進め方について、加藤誠一県議会議員との意見交換会

びわ湖清掃(9:30-11:30、栗見出在家町地先）

広報部会（10:00-、事務室）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川西小学校 竹村節子校長
　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 中島みちる様

7/8 土

川南町自治会との意見交換会(19:20-20:50、川南町公民館）

段ボールコンポスト講習会(10:00-11:00、コミセン）

愛東まち協より花鉢24鉢借用

事業部会議(10:00-11:00、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川中学校 学校ひろば「私の思い2017」から作文発表と吹奏楽部演奏

7/29 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊安全・安心事業部 今井事業部長7/15 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 総務部次長 遠藤俊哉様

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会+コミセン、奇数月はまち協回収)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

ドラゴンカヌーヤングフェスティバル（8：00-、まち協後援）

駅前チンドン夏まつり（16:00-20:00、まち協後援)

事業部会議(10:00-、コミセン)

第2回理事会(19:30-21:30、コミセン）

7/9 日

東近江地区更生保護女性会 一般公開ケース研究会(13:00-16:00、コミセンホール）

能登川ブロック老人クラブ大会来賓出席

7/12 水

平成29年7月九州北部豪雨被災地復旧支援活動支援金募集開始(8/31まで)

７月の活動実績と今後の予定 （H29.8.1現在）
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