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運営委員会が 2 月 21 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の扱い

について  
次のとおりとすることを確認した。 

・全文版は、3/27 に理事会で承認、5/27

の総会で承認をする。 

・概要版は、3/11 の設立 10周年記念式典

で配布する。（現在、印刷中） 

2. 平成 28年度事業報告・決算予測 
事務局より、現時点の事業報告案、決算

予測値について説明があった。 

3. 平成 29年度事業計画・予算計画 
事務局より、プロジェクト・まちづくり

両事業部の統合を前提とした、平成 29 年

度事業計画案と予算計画案について説明

があった。 

4. 平成 29年度定時総会開催予定 
次のとおり開催することを確認した。 

・日 時：H29.5.27(土)13:30～16:30 

・場 所：能登川コミセンホール 

・その他：平成 29年度事業計画の審議の前

に、能登川地区まちづくり計画(全文)の

承認を求める。 

 

 

「ふるさと散歩道」ビデオの放映 

ふるさと散歩道事業部で作成しました

「ふるさと散歩道」ビデオが、スマイルネ

ットの番組「まちの輪」で、3 月 6 日(月)

～12 日(日)の 1 週間、午後 7 時 45 分から

放映されます。 

ぜひ。ご覧ください 

 

 

元気のつどい 

・と き：H29.3.5(日)9:30～15:00 

（受付開始：9:00） 

・ところ：やわらぎホール 

・内 容： 

・午前の部：「安心して子育てできる

能登川地区」をめざして

（６つの講演） 

・昼食タイム：「カルシウムたっぷり！！

減塩健康豚汁」を用意し

ています 

・午後の部：「健康寿命の延伸にむけ

て」（ヨガと運動教室） 

 

 

一般社団法人能登川地区まちづくり協議会 

設立 10周年記念式典 

・日 時：H29.3.11(土)13:00～15:45 

（受付開始：12:30） 

・場 所：能登川コミュニティセンターホール 

・次 第 

・オープニング： 

（能登川中学校吹奏楽部演奏） 

・スライド上映 

「まち協設立から 10年のあゆみ」 

・会長式辞 

・感謝状贈呈（個人:4名、3 自治会） 

・来賓祝辞 

・謝 辞 

・日本舞踊「三番叟」(藤間勘真歳) 

・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 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

2/1 水 事務局 今井

健康福祉 松田

事務局

17 広報 今井

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

2/10 金 事務局

17 2/11 土 広報 藤居会長

2/12 日 健康福祉

事務局

ふるさと散歩道

8 2/16 木 環境

2/17 金 事務局

17 広報

安全・安心 今井

2/20 月 環境

広報 広報事業部メンバー

23 事務局

2/24 金 健康福祉 山本

17 広報 今井

環境 今井

事務局 今堀、事務局

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本、松田

広報 広報事業部メンバー

事務局 今井

事務局 正副会長会（19:00-21:00、コミセン)

2/28 火 健康福祉 松田

13 環境

安全・安心

事務局 東近江市まちづくり協議会連絡会代表者会議(15:00-、本庁） 事務局長

17 3/3 金 事務局

17 広報

健康福祉

3/5 日 健康福祉

3/9 木 健康福祉 松田

3/10 金 事務局

3/11 土 事務局

健康福祉 山本

事務局 事務局長

3/14 火 事務局

3/20 月 環境

8 環境

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

安全・安心 今井

3/19 日 事務局 会長、事務局長

23 3/21 火 事務局

3/23 木 健康福祉 松田

3/24 金 事務局

3/25 土 事務局

3/26 日 事務局

3/25 土 指定管理

歴史・文化 杉浦

広報 広報事業部メンバー

事務局

事務局 今井

13 環境

1 【能登川病院をよくする会】関係   

2 2月実績 3月予定 備   考

3 会話チーム・会話活動
 1(水)、2(木) ＊3日以降はインフル
　　　　エンザ多発警報発令で休止

 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  4(土)、18(土)、23(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  23(木)  23(木) 16:00-

水

土

2/2 木
能登川地区福祉施設見学会（グロー、ワークス）

能登川地区高齢者施設見学会（能登川園、あゆみ）

3/12

2/27 月

安全・安心事業部会(10:00-11:00、事務室）
3/1

火

第6回まち協合同事業実行委員会(10:00-、本庁）

日

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-、なごみ）

3/16 木

中野地区まちづくり協議会婚活事業

能登川まち協設立10周年記念式典実行委員会(15:00-17:00)

栗見新田町 魚のゆりかご水田 10周年記念式典(11:00-11:30、やわらぎホール）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

コミセン職員募集締め切り

能登川まち協設立10周年記念式典実行委員会(15:00-17:00)

2/14

2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)

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

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)

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）

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）

活　動　内　容

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 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-）

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

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）

3月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

吊り看板「ホップ♪ステップ♪のとがわ」の撤去

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）＊毎週土曜日に放送
土3/4

事業部長会(19:30-21:00、事務室)

3/18

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 中島様

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 NO.2

東近江市地域福祉活動計画(第２次）策定委員会(19:00-21:30、ハートピア）

元気のつどい 前日準備（13:00-、やわらぎホール）

蒲生地区まちづくり協議会設立10周年記念式典(13:30-）

広報部会（10:00-、事務室）

プレママ・パパ＆子育て応援フェスタブース展示(11:00-15:00、コミセン）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

事務室レイアウト変更（備品等移動）

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)

元気のつどい(9:30-15:00、やわらぎホール、コミセン調理室)

能登川まち協設立10周年記念式典前日準備(13:00-、ｺﾐｾﾝﾎｰﾙ)

能登川まち協設立10周年記念式典(12:30-、ｺﾐｾﾝﾎｰﾙ)

事務室レイアウト変更（配線工事）

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）

広報部会（10:00-、事務室）

2/18 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院眼科医 吉田祐介先生2/25 土

広報部会（10:00-、事務室）
2/21

小椋市長2期目初登庁（8:15-、本庁）

環境事業部会（10:00-11:00、コミセン)

のとがわ福祉の会理事会（19:30-、なごみ）

地域防災実現ネット座談会（東京）

3/27 月

事務室レイアウト変更（職員他）

第4回通常理事会(19:30-、コミセン）

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

第2回まち協グラウンドゴルフ大会(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

2月の活動実績と今後の予定 （H29.3.1現在）

のとまち協NEWS第94号   2 H29.2.1


