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定時総会(5.26)報告 
 

 

・日時：R1.5.26（日）13：30～15：10 

・場所：能登川コミセン・ホール 

・議案： 

(1) 平成 30年度事業報告 

(2) 平成 30年度決算報告、監査報告 

(3) 令和元年度事業計画(案) 

(4) 令和元年度予算計画(案) 

(5) 役員の改選(案) 

・出席者：185名（内、委任状 84名） 

・審議結果：各議案とも議案書のとおり承

認されました。 

 

 

 

総会終了後、総会で新しく選任された理

事・監事の全員により、令和元年度第 1回

理事会が開催され、代表理事(会長)、業務

執行理事の選定が行われました。 

結果は、以下のとおりです。 

・代表理事（会長） 藤居 正博 

・業務執行理事(副会長) 居原田 善嗣  

・業務執行理事(副会長) 澤  雅夫 

・業務執行理事(会計) 北﨑 富三 

・業務執行理事(まちづくり) 四方 秀亮 

・業務執行理事(指定管理) 木下 勉 

 

 

JR 能登川駅開業 130 周年記念 

催し物のご案内 
主催：JR能登川駅開業 130 周年 

記念事業実行委員会 

○JR能登川駅一日駅長就任式典 

・日時：R1.6.30(日)10:00～10:50 

＊一日駅長は、冨江真帆(まほ)さん

（2019 全日本 U-15 女子フットサル

選手権出場 能登川中学校卒）が務

めます。 

○記念式典＆記念講演会 

・日時：R1.7.14(日)13:00～15:30 

・会場：能登川コミュニティセンター

ホール 

・内容： 

・オープニング：ウインドアンサン

ブル「木猫隊」 

・駅に関わるＤＶＤ上映 

・「駅に寄せる高校生の思い」発表 

・記念講演会 

・講師：鉄道フォトライター 

辻 良樹氏 

・演題：能登川駅の歴史とまち

づくりへの活かし方 

＊来場記念品をご用意しています 

 

 

能楽を楽しむ 

能装束着付実演と能「猩々」 

入場券 前売販売中 

・日時：R1.6.18(火)13:15 開演 

(12:00 開場) 

・会場：能登川コミュニティセンターホール 

・入場券：前売 1,800円（当日 2,000円） 

全席自由席 

・チケット販売・お問い合わせ： 

能登川コミュニティセンター 

（0748-42-3200） 

・主催：公益財団法人びわ湖芸術文化財団 

滋賀能楽文化を育てる 
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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 

令和元年度定時総会(5.26)報告 

 

理事会(5.26)報告 

 

訂正とおわび 

先月号の記事の中で、「東近江市観光

協会能登川支部の設立」とあるのは、正

しくは「東近江市観光ボランティアガ

イド協会能登川支部の設立」でした。 

訂正しておわびいたします。 

ちょこっとバス・タクシー券を 

まち協でも販売しています 

・回数券 

・１日乗車券 

・１ヶ月乗車券 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

歴史・文化 杉浦

5/5 日 施設運営

安全・安心

事務局 30年度理事

施設運営

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

5/11 土 広報 藤居会長

5/13 月 まちづくり

5/15 水 健康福祉 松田

環境 今井、三木

健康福祉 松田

健康福祉 松田

事務局

安全・安心

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報 今井

まちづくり 門脇

5/19 日
施設運営
歴史・文化

5/20 月 広報

会長 藤居会長

健康福祉 （欠席）

広報 今井

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

事務局 能登川文化協会主催文化公演会「HAMORI-BE」公演(13:30-、コミセンホール)

歴史・文化 杉浦、大角

まちづくり
健康福祉

杉浦、門脇

事務局

事務局 令和元年度理事

5/29 水 健康福祉 松田

環境 堀

環境

（次ページに続く）

のとがわ福祉の会事業部・研修部打合せ（10:00-12:00、能登川保健センター）

東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部会議(9:30-11:00、事務室）

5/26 日

まち協令和元年度総会（13：30-15：10、コミセンホール）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

第1回通常理事会(総会終了後、コミセン)

子ども食堂(10;30-14:30、コミセン)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

東近江市まちづくり協議会代表者会議(16:00-、本庁）

福祉懇談会 西・北学区(19:30-、能登川保健センター）

福祉懇談会 南学区(19:30-、能登川保健センター）
5/16 木

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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 看護部 筒井良美様

5/25

5/18 土

土

5/10 金

東近江市結婚サポート連絡会・出会いの場（10:00-、コメダ八日市店)

5/21 火

金

こどもの日園内開放（9:00-16:00 やわらぎの郷公園）

能公演(6/18)に関する第２回実行委員会(19:00-、コミセン)

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:30～15:00 コミセン）

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

愛知川流域自治会防災対策会議（19:30-21:00、コミセン）

まちづくり委員研修会（19:30-、コミセン)

(5/18-19)イルミ電球の整理(午前中、コミセン)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

土

福祉懇談会 東学区(19:30-、能登川保健センター）

安全・安心事業部会議(10:00-12:00、事務室）
5/7 火

理事就任者予備会議(19:30-、コミセン）

第5回通常理事会(19:30-、コミセン)

5/4

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

5/17

龍谷大学深尾ゼミ大学生に対するアンケートを実施(11:00-12:00、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

活　動　内　容

JRふれあいハイキング(10:00-、猪子山・伊庭の坂下し）

やわらぎの郷フェスティバル（10:00-15:00)

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

5月 随時
猪子山木道整備作業(猪子山 地獄越え周辺の山道をよくする会)

5月の活動実績と今後の予定 （R1.6.1現在）
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（前ページより続く）

月/日 曜 主管事業部等 備     考

6/1 土 広報

6/3 月 環境 南小と協働

6/4 火 安全・安心

まちづくり

事務局

施設運営

安全･安心

6/8 土 健康福祉 山本

6/10 月 施設運営

6/11 火 ふるさと散歩道

6/12 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

6/13 木 環境 能中と協働

6/15 土 安全･安心

施設運営

事務局

6/20 木 環境

6/21 金 健康福祉 松田

6/23 日 施設運営 やわらぎの郷公園芝生広場開放「ようこそ日曜広場」毎月第３日曜日

6/24 月 広報

環境

歴史・文化 杉浦

歴史・文化 杉浦

安全･安心

事務局

まちづくり
健康福祉

杉浦、門脇

環境 堀

環境

7/1 月 広報

7/2 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

 土日祝休日を除く毎日（計19回)  土日祝休日を除く毎日（計20回) 10:00-12:00

 4(土)、18(土)、23(木)  1(土)、15(土)、20(木) 9:00-

よくする委員会  28(火)  25(火) 16:00-

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)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)
6/29 土

6/25 火
淡海観光ボランティアガイド連絡協議会研修会(10:30-15:30、高島市）

やわらぎの郷公園 能登川赤十字奉仕団による清掃(8:30-)

ふるさと散歩道事業部会議(18:00-)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

ふれあいフェア打合せ(13:30-、コミセン）
6/5 水

「フラ輪ープロジェクト JR能登川駅前の花壇植え替え(16:15-17:00)

栗見プロジェクト 清掃(7:00-8:30、栗見出在家町地先）

広報部会（10:00-、事務室）

美化・植栽チーム

活　動　内　容

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

第４回能公演「能楽を楽しむ 着付実演と能『猩々』」(13:15-、コミセンホール)

能公演(6/18)に関する第2回実行委員会(19:00-、コミセン)
6/7 金

普通救急救命３時間講習(9:30-12:30、コミセン)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

東近江市結婚サポート連絡会 登録者受付（9:00-11:00、八日市文化芸術会館)

びわ湖清掃(9:00-11:30、能登川漁協漁港集合・栗見出在家地先清掃）

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業「１日駅長就任式典」
(10:00-10:50、ＪＲ能登川駅)

6/30 日

「フラ輪ープロジェクト JR駅前の花壇植え替え(15:15-16:15)

会話チーム

運営委員会(19:30-、コミセン)
6/18 火

ＨＵＧとワークショップ(14:00-、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

自主防災活動リーダー研修会(9:00-21:30、コミセン）

6月 随時
猪子山木道整備作業(猪子山 地獄越え周辺の山道をよくする会)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

子ども食堂(10;30-14:30、コミセン)

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:30～15:00 コミセン）
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