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運営委員会が 1 月 17 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）

の最終確認 

・事務局より説明があった。微細な字句の

訂正が数点出たが、承認された。今後、

計画周知のため全戸配布を行う予定。 

2. まちづくり部門一般会計Ｈ28 年度決算

予測について 

・事務局より、まちづくり部門（事務局お

よび各事業部）の、H28年 12月末実績を

踏まえた本年度決算見込みの説明があ

り、「東近江市からいただいた交付金、

補助金の執行計画についても、現時点で

は特段の問題はない。」旨の補足説明が

あった。 

3. Ｈ29年度事業計画 

・「プロジェクト事業部」を「まちづくり

事業部」に統合する件について、事務局

より説明があり、承認された。 

本件は、今後、理事会承認、総会承認を

踏んで正式決定となる。 

4.まち協設立 10周年記念式典計画 

・事務局より、実行委員会で検討されてい

る現時点の計画案（右欄参照）の説明が

あり、併せて、運営委員会委員に対し今

後の協力依頼の要請があった。 

・プロジェクト事業部長より「式典を盛り

上げるため、ライティングベルで使用し

た“ホップ♪ステップ♪のとがわ“のイ

ルミネーション看板の飾り付けを、２月

からまち協事務室外側壁面に行う予定」

との申し出があった。 

5.Ｈ29年度役員の増員について 

・事務局より、29 年度の役員改選に当た

り理事増員の提案があった。 

 

・日 時：H29.3.11(土)13:00～15:45 

（12:30～：受付） 

・場 所：能登川コミュニティセンター ホール 

・参加者予定：300～400 名 

（来賓、まち協会員（まちづくり

委員を含む）、市民活動団体、

市内まち協、住民等） 

・次 第 

・13:00～ 

・オープニング 

（能登川中学校吹奏楽部演奏） 

・まち協設立から 10 年のあゆみ 

（スライド上映）  

・13:30～ 

・会長式辞 

・感謝状贈呈（個人:4名、3自治会） 

・来賓挨拶 

・謝 辞 

・14:05～ 

・休 憩 

・日本舞踊「三番叟」(藤間勘真歳) 

・14:25～ 

・新しいまちづくり計画の説明 

・パネルディスカッション 

・テーマ:「人が輝くまちづくり」 

・コーディネーター:谷口浩志教授 

（びわこ学院短期大学部） 

・パネラー：大橋正徳氏 

辻 英幸氏 

横川由貴氏 

能登川中学校生徒会 

・論 点：能登川の自慢・誇り・

大切なもの、地区の共通目

標、自分に何ができる？ 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

1/4 水 事務局

17 広報 今井

2 環境

1/10 火 事務局

17 広報 藤居会長、今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 雪のため中止

23 1/17 火 事務局

1/18 水 健康福祉 山本

8 1/19 木 環境

1/20 金 環境

17 広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉 山本、松田

広報 広報事業部メンバー

1/24 火 ふるさと散歩道 雪のため中止

1/27 金 コミセン 居原田館長

17 広報 今井

事務局 第2回自治会長会(15:00-、やわらぎホール）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1/30 月 歴史・文化 杉浦

13 環境

2/1 水 事務局 東近江市地域福祉活動計画(第２次）策定委員会(19:00-21:00、ハートピア） 今井

2/2 木 事務局

17 広報

2 環境

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

2/8 水 安全・安心

2/9 木 環境 環境事業部会（10:00-11:00、コミセン)

2/10 金 事務局

事務局

ふるさと散歩道

8 2/16 木 環境

2/17 金 事務局

2/18 土 安全・安心 今井

2/20 月 環境

23 2/21 火 事務局

2/25 土 環境 今井

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

2/28 火 広報 広報事業部メンバー

13 環境

3/1 水 事務局 三木

3/5 日 健康福祉

1 【能登川病院をよくする会】関係   

2 １月実績 ２月予定 備   考

3 会話チーム・会話活動  1～3日、土日祝日を除く毎日（計19日）  土日祝日を除く毎日（計19日） 10:00-12:00

4 植栽チーム・植栽活動  7(土)、21(土)、26(木)  4(土)、18(土)、23(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  26(木)  23(木) 16:00-

その他 新年会：1/12(木)（アズイン）

1/28 土

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）

2/4 土

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

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-）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

1月 随時

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

御用始め

1/7 土

活　動　内　容

1/23 月
元気のつどい(3/5)実行委員会(9：30-、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川地区まちづくり協議会会長 藤居正博
　能登川コミュニティセンター館長 居原田善嗣

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-）

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊藤居会長、今井（10周年を迎えるまち協）1/14 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川中学校吹奏楽部定期演奏会（第１ステージ、第２ステージ）

1/21 土

東近江市内まち協合同事業実行委員会（10:00-、本庁）

(1/14,15)ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）

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)

・(1/21,22)ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）
・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ応援者の親睦会(18:00-、アズイン）

元気のつどい(9:30-15:00、やわらぎホール)

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。22自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 医療安全管理室長 馬渕善英先生

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

ふるさと散歩道事業部会（19:30-、コミセン）

コミセン職員募集締め切り

まち協設立10周年記念式典実行委員会(15:00-17:00)

電球の後片付け

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

コミセン職員採用試験

火

元気のつどい(3/5)実行委員会(9：30-、なごみ）

段ボールコンポスト講習会

広報部会（10:00-、事務室）

ふるさと散歩道事業部 部会（19:30-、コミセン）

コミュニティセンター指定管理に関する研究会(13:30-、本庁）

広報部会（10:00-、事務室）

事務局長会議(16:00-、本庁)

安全・安心事業部会(10:00-11:00、コミセン）

防災教育チャレンジプラン2017プレゼン（東京）

2/14

2/27 月

2月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

1月の活動実績と今後の予定 （H29.2.1現在）
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