
 

1 

 

 

 

運営委員会が 4月 16日と 4月 30日に、

平成 30 年度理事による理事会が 5 月 7 日

に開催されました。主な内容は以下のとお

りです。 

1．令和元年度定時総会議案書について 

5.26(日)の総会用議案書（案）の審議が

行われ、承認された。 

2.能登川地区文化協会主催「文化公演

会」の協賛について 

5.25(土)にやわらぎホールで開催され

る標記公演会(「HAMORI-BE」公演)に、当ま

ち協が協賛することが確認された。 

3.ふるさと散歩道事業部活動に対する

助成金の決定 

平和堂財団主催環境保全活動助成事業

「夏原グラント」より、猪子山散歩道に関

する一連の活動に対し、10万円の助成金を

受ける事が決定した。 

4.東近江市観光協会能登川支部の設立 

標記についてかねてより設立準備を進

めてきたが、H31.4.1 に設立され活動を開

始した。 

会長：今堀敏仁氏 、副会長：池田正男氏 

 

 

令和元年度定時総会 

・日時：5.26（日）13：30～15：30 

受付開始：13：00 

・場所：能登川コミセン・ホール 

・議案： 

・平成 30年度事業報告、決算報告 

・令和元年度事業計画、予算計画 

・役員の改選 

・その他：出欠回答はがき締切＝5.22 

公益財団法人五峰興風会 

2019年度助成金対象事業の募集

について 

本財団は、今年度の公益目的事業実施に

あたり、助成の対象とする事業を次のとお

り募集されています。 

助成を希望される団体は、下記の募集要

項にもとづき応募してください。 

 

＜募集要項＞ 

１．応募資格 

東近江市能登川地区に本拠を有し、同地

区における公益事業を行う団体とします。 

２．募集案件 

東近江市能登川町地区を中心とする付

近一帯の住民の幸福維持増進ならびに地区

自治の発展に関する事業で、次に該当する

事業とします。 

(1) 教育、スポーツ、文化、芸術等の振

興を目的とする事業 

(2) 児童または青少年の健全な育成を

目的とする事業 

(3) 高齢者、障害者等の支援または福祉

の増進を目的とする事業 

３．助成内容 

応募団体が行う公益事業の事業費に対

する資金援助とし、助成額は必要総額の半

額以下で、50万円以下とします。（実際の

助成額は財団が決定し申請額に達しない場

合があります。） 

４．応募要領 

応募用紙をダウンロードして必要事項

を記入のうえ、５月１５日(水)までに財団

事務所宛郵送してください。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

施設運営

施設運営

安全・安心

健康福祉 松田

4/10 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

4/12 金 歴史・文化 杉浦

4/13 土 広報 藤居会長

4/15 月 広報

ふるさと散歩道 藤居会長、藤野

事務局

4/17 水 健康福祉 松田

ふるさと散歩道

環境

事務局

健康福祉 松田

事務局

広報 今井

施設運営

歴史・文化 杉浦

事務局 藤居会長、今井

4/21 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

事務局

健康福祉 山本

広報

健康福祉 松田

4/23 火 事務局

歴史・文化 東近江市観光ボランティアガイド協会総会(13:00-、本庁） 杉浦

事務局 能登川地区子ども会総会(19:30-、コミセン）

4/25 木 まちづくり まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

広報 今井

歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00、猪子山) 杉浦

歴史・文化 杉浦

4/28 日
まちづくり
健康福祉

杉浦、門脇

4/30 火 事務局

環境 堀

環境

（次ページに続く）

(-4/7)さくらを観る日(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）
4/6 土

第6回まち協会長杯ゲートボ-ル大会(8:00-16:00、やわらぎの郷公園)

第6回まち協会長杯グラウンドゴルフ大会(8:30-、やわらぎの郷公園)

ふるさと散歩道事業部 猪子山看板設置(9:00-11:30、猪子山)

のとがわ福祉の会正副部長会（19:30-22:30、能登川保健センター）

4/9 火

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

広報部会（10:00-、事務室）

東近江トレイル繖山コーストレッキング下見(8:30-10:00、猪子山他)

4/16

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

火

4/18

活　動　内　容

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

4/22 月

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:300～15:00 コミセン）

小椋市長との面談（新パンフレットのお披露目）（11:00-、本庁)

JRふれあいハイキング打合せ(14:00-、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊自主防災活動 今井 安全・安心事業部長

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

4/20 土

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)

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)

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)

のとがわ福祉の会評議員会・理事会（19:30-22:00、能登川保健センター）

東近江市結婚サポート連絡会（9:30-11:00、本庁)

広報部会（10:00-、事務室）

東近江トレイル繖山コーストレッキング(8:30-15:00、猪子山他)

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業実行委員会
JR西日本、東近江市都市基盤整備課との三者協議(16:00-、コミセン）

4月 随時

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 内科 安土佳大医師

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

運営委員会(19:30-、コミセン)

4/27 土

のとがわ福祉の会正副部長会（19:30-21:30、能登川保健センター）

木

4/19 金 平成31年度能登川地区人権のまちづくり協議会総会および人権研修
(19:30-21:00、コミセン）

4/24 水

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業実行委員会(19:00-、コミセン）

会計監査(9:30-12:00、コミセン)

能登川地区自治会連合会(第1回自治会長会13:30-、コミセン)

4月の活動実績と今後の予定 （R1.5.1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

広報

歴史・文化 杉浦

施設運営

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

安全・安心

事務局 30年度理事

5/10 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

5/13 月 まちづくり

5/15 水 健康福祉 松田

環境 今井、門脇

健康福祉 松田

健康福祉 松田

事務局

安全・安心

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 松田

歴史・文化 杉浦

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)

まちづくり
健康福祉

杉浦、門脇

事務局 まち協令和元年度総会（13：30-15：30、コミセンホール）

事務局 令和元年度理事

環境 堀

環境

【能登川病院をよくする会 関係】   

4月実績 5月予定 備   考

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

 6(土)、20(土)、25(木)  4(土)、18(土)、23(木)
4月＝ 9:00-
5月＝10:00-

よくする委員会  26(金)  28(火) 16:00-

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)

5/17 金

まちづくり委員研修会（19:30-、コミセン)

子ども食堂(10;30-14:30、コミセン)

5/21 火

広報部会（10:00-、事務室）

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）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

第1回通常理事会(総会終了後、コミセン)

東近江市まちづくり協議会代表者会議(16:00-、本庁）

5/25

会話チーム

JRふれあいハイキング(10:00-、猪子山・伊庭の坂下し）

やわらぎの郷公園フェスティバル（10:00-15:00)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

美化・植栽チーム

5/26 日

5/5 日
(5/5-7)イルミ電球の整理(9:00-15:00、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 西・北学区(19:30-、能登川保健センター）

活　動　内　容

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

土

福祉懇談会 南学区(19:30-、能登川保健センター）

福祉懇談会 西・北学区(19:30-、能登川保健センター）
5/16 木

こどもの日園内開放（9:00-16:00 やわらぎの郷公園）
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