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理事会が 3月 22日に開催されました。主な

審議結果、報告内容は以下のとおりです。 

1.新入会員の承認 

個人会員 10名の入会が承認された。 

【結果】個人 103名、団体 16、自治会 53 

       合計 172名 

2.平成 27年度事業報告と決算予測 

標記について概要の説明があった。 

3.平成 28年度事業計画(案)と予算(案) 

標記について概要の説明があった。 

特記事項：まちづくり部門の 28年度予算

について、まちづくり計画見直し等の事

業費用のために基金を取り崩す(50万円)。  

結論：承認 

4.理事の増員 

説明：28 年度は、諸団体や女性の参画を得

べく、理事の総数を現行の 18 名から数

名増とする。また、「理事の総数は 18

名以内」となっている定款の規定を「30

名以内」に変更する。 

審議結果：承認 

5.年度途中の予算変更の扱い 

説明：年度予算が定時総会で承認された後に

予算変更が生じた場合、定款では総会承

認を行うことになっているが、理事会承

認にとどめ、総会の承認は不要としたい。 

このため、定款を変更したい。 

審議結果：その方向で検討する。 

6.平成 28年度定時総会計画 

日時、場所、次第、議案書の構成等につい

て説明があった。 

7.まちづくり委員の正会員化の見直し 

説明：標題の件については、正会員化の方向

が打ち出されていたが、会員化より活動

の場を広げることを優先すべきとの意

見もあり、当面は見送りとしたい。 

 

 
 

運営委員会が 3 月 15 日に開催されました。

ここでは、主に、3月 22日の理事会に向けた

検討がおこなわれました。（内容説明は省略） 

 

 

 

のとまち協 NEWS 第 84号 

H28.4.1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 

運営委員会(3.15)報告 

 

理事会(3.22)報告 

 

（一社）能登川地区まちづくり協議会 

平成 28年度定時総会の案内 
・日時：Ｈ28.5.28(土) 9：00～12：00  

＊先の案内から時間が変更に 

 なっています。 

・場所：やわらぎホール 

・次第：1.平成 27年度事業報告、決算報告 

2.平成 28年度事業計画、予算 

3.定款の変更 

4.役員の改選 

「能装束着付実演と 

能『竹生島』」公演 

と き：H28.6.11(土)13:30～ 

ところ：能登川コミュニティセンター ホール 

入場料：前売 1,800円（当日 2,000円） 

全席自由席 

主 催：滋賀能楽文化を育てる会 

協 賛：(一社)能登川地区まちづくり協議会 

協 力：ファブリカ村 

後 援：東近江市教育委員会 

その他：ロビーで能面の展示、能面打ち 

実演 

前売チケット販売中 
まち協事務局、能登川コミセン他で販売中 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

3/1 火 事務局 本庁 藤居会長、事務局

H 広報 今井

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

3/6 日 健康福祉 やわらぎホール

3/10 木 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00) コミセン

H 広報 藤居会長

環境 段ボールコンポスト講座（10:00-12:00) コミセン

3/15 火 事務局 コミセン

H 3/17 木 環境 22自治会、コミセン

H 広報 今井

事務局 やわらぎの郷公園

ふるさと散歩道 垣見地先他

安全・安心 つくば 今井

3/20 日 ふるさと散歩道 躰光寺地先他

3/21 月 藤居会長 コミセン 藤居会長

広報 広報部会（10:00-） 事務室

事務局 コミセン

3/25 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ H27年度おうみ社会貢献賞授賞式出席(11:30-) 大津 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ代表

H 広報 今井

事務局 五個荘ｺﾐｾﾝ、藤居会長

H 歴史・文化 猪子山 杉浦

事務局 本庁 三木

H 環境 環境事業部メンバー

4/1 金 事務局 コミセン

H 広報

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

4/12 火 ふるさと散歩道 コミセン

4/14 木 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00) コミセン

4/18 月 広報 事務室

指定管理 やわらぎの郷公園

事務局 コミセン

4/20 水 施設運営 コミセン

H 4/21 木 環境 22自治会、コミセン

指定管理 やわらぎの郷公園

事務局 コミセン

広報 事務室

H 歴史・文化 猪子山 杉浦

4/28 木 事務局 コミセン

H 環境 環境事業部メンバー

環境

5/28 土 事務局 やわらぎホール

【能登川病院をよくする会】関係   

3月実績 4月予定 備   考

H会話チーム・会話活動  インフルエンザ警報のため中止  土日祝日を除く毎日（計20日）

H植栽チーム・植栽活動  5(土)、19(土)、29(火)  2(土)、16(土)、26(火)

H事務運営チーム・打合せ  なし  なし

Hよくする委員会  25(金)  22(金)

4月 未定

施設運営事業部会議(13:00-)

広報部会（10:00-）

監査(9:30-)

4/25 月

定時総会(9:00-12:00) ＊開催時間を午前に変更しています

能登川地区自治会連合会(13:30-)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

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)

運営委員会(19:30-)

第3回まち協会長杯グラウンドゴルフ大会(8:30-)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

水やり不要なプランターの試作と花苗植え

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

地域担当職員制度説明会(19:30-)

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

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-）

元気のつどいin能登川(10:00-13:00)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊桜ヶ丘自治会（自主防災会、福祉委員会）のみなさん

運営委員会(19:30-)

土

活　動　内　容

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)

猪子山作業(9:00-12:00)

ふるさと散歩道看板立て（9:00-11:00)

ふるさと散歩道看板立て（9:00-10:00)

第3回通常理事会(19:30-)

五個荘まち協設立10周年記念式典(9:30-)

第6回防災コンテスト・特別奨励賞受賞授与式出席

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-)

広報部会（10:00-）

4/19

事務局長会議(19:30-)

4月 随時

3月 随時

第3回まち協会長杯ゲートボ-ル大会(8:30-)

3/12 土

3/5 土

4/23 土

3/28 月

火

土

第1回まち協グラウンドゴルフ大会(8:00-15:00)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院副院長 小児科 辻井 久 医師

3/22 火

辞令交付式(9:00-)

4/2 土

平成27年度能登川赤十字奉仕団総会(10:00-)

3/19

3/26

３月の活動実績と今後の予定 （H28.4.1現在）
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