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一般社団法人 

能登川地区まちづくり協議会 

会長 藤居正博 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年、能登川地区まちづくり協議会は 

１０周年を迎え、新たな局面に差し掛かっ

ています。 

能登川コミュニティーセンターも移転か

ら１年を経過し、利用者の数は移転前の２

倍を遙かに越える盛況です。今後も更なる

利用者の増加が見込まれ、社会教育・まちづ

くりの拠点としての効果が高まるものと期

待されます。 

能登川地区は経験と実績のあるシルバー

世代と若さと活力ある若者、その両世代を

結ぶ壮年世代が程よく揃った地域と言える

と思われます。それらの世代が互いに繋が

り、暖かい地域社会が形成されますよう、共

にまちづくりを進めて参りましょう。 

 

 

 

 

運営委員会が 12 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.「新春のつどい」(1.13)開催計画につ

いて 

事務局より、計画の詳細説明があった。 

なお、参加者数は 100人程度となる見込

み。（ 追加の参加希望は事務局までお申し

込みください。） 

2平成 29年度「共に考え 共に創る」わ

がまち協働大賞の受賞 

Ｈ29.12.9、八日市アピアで開催された

東近江市市民活動推進交流会実行委員会

主催の「わくわくコラボ村」において、標

記表彰式が行われ、当まちづくり協議会は

次の事業活動に対し表彰をいただいた。 

（表彰状は右欄参照） 

①広報事業部の「まち協かわらばん」事

業に対する表彰：『特別賞』  

②上記事業における今井陸之助氏に対す

る表彰：『協働コーディネート賞』 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

12/1 金 健康福祉 山本

12/2 土 広報 今井

12/3 日 まちづくり まちづくり事業部員

事務局 正副会長、三木

安全・安心

広報 今井

事務局

健康福祉 松田

安全・安心 今井

12/10 日 まちづくり
門脇、杉浦
櫛田、今井

まちづくり

ふるさと散歩道

12/14 木 事務局

健康福祉 徘徊-見守りネットワーク会議（10:00-12:00、コミセン） 松田

健康福祉 のとがわ福祉の会研修打合せ(14:30-16:00、保健センター） 松田

広報 今井

安全・安心

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

事務局 山本、松田

12/18 月 広報

12/19 火 事務局

12/20 水 環境

12/21 木 環境

広報 今井

歴史・文化 杉浦

広報 広報部会（10:00-、事務室）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

12/29 金 事務局

12/30 土 広報 今井

12月 随時 環境

1/4 木 事務局

1/6 土 広報

1/10 水 安全・安心

1/12 金 事務局 三木

事務局 平成30年新春のつどい(16:30-18:00、やわらぎホール）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1/16 火 事務局

1/18 木 環境 今井、三木

環境

事務局

1/21 日 歴史・文化

健康福祉 松田

健康福祉 山本

1/23 火 広報

1/24 水 まちづくり

歴史・文化 杉浦

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1月 随時 環境

2/1 木 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議(18:00-19:30、コミセン)

【能登川病院をよくする会】関係   

12月実績 1月予定 備   考

会話チーム・会話活動
 土日祝日,18日以降を除く毎日(計11日）
 ＊18日以降はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行のため休止

 当面はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行のため休止
 再開後は、土日祝日を除く毎日

10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  2(土)、16(土)、19(火)  11(土)、20(土)、25(木) 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  21(水)  25(木) 16:00-

Lighting Bell一部撤去作業（林中央公園）

のとがわ福祉の会役員研修会(長浜）

東近江市結婚サポート連絡会 お出会いパーティー（19:00-、湖東・みすまの館)

12/25

活　動　内　容

(～1/3）事務局年末年始休暇

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア4階）まち協活動状況パネル展示

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

(12/16-24)Lighting Bell in NOTOGAWA(林中央公園)
・点灯式＝12/16.16:45-  ・点灯＝12/16-24.17:30-22:00

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、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。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）
＊能登川地区青少年育成大会(11/4)における「青少年の主張」作文発表

広報部会（10:00-、事務室）

運営委員会(19:30-、コミセン)

水車発電ワークショップ（能登川中学、龍谷大学、水郷の郷伊庭を考える会、
のとがわエコ水車の会、まち協）（9:00-15:00、コミセン）ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ関連

まちづくり事業部会議（18:00-19:00、エトコロ)
12/12 火

出前講座（19:30-、大地自治会）

12/9 土

自主防災活動成果発表会(9:30-11:30、コミセンホール）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川北小学校 寺村校長先生
＊東近江市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）
＊自主防災活動

12/23 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 形成外科 荒川 篤宏医師

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

事業部長会(19:00-21:00、コミセン)

正副会長会(8:00-9:00、事務室）

まちづくりカフェ(レインボーシティ自治会）（9:00-11:00、自治会館）

（12/16、17、23)Lighting Bell in NOTOGAWA(林中央公園)模擬店出店

12/16 土

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）
12/5 火

月

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

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

事務局長会議(16:00-、八日市コミセン）

12/15 金

広報部会（10:00-、事務室）

「映像で見る 懐かしの能登川」上映会(13:30-15:30、東近江市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ）

能登川地区自治会連合会(第2回自治会長会)(13:30-、コミセン)
1/20 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。奇数月はまち協が回収)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

事務局新年業務開始

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

まちづくり事業部会議(19:30-21:30、コミセン)

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ慰労会（時間、場所は未定）

1/13 土

1/27 土

運営委員会(19:30-、コミセン)

市内福祉施設見学（10:00-15:00）
1/22 日

東近江市結婚サポート連絡会（13:00-15:00、本庁)

12月の活動実績と今後の予定 （H30.1.1現在）
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