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  運営委員会が 6月 21日に開催されました。

主な審議状況は以下のとおりです。 

  ＊委員会開催日以降の活動については、

実施を記しています。 

1.当協議会に対する後援・協賛依頼の 

扱いについて 

 各種団体主催の下記イベントについて、

当協議会に対し後援、協賛の依頼が寄せら

れている。これらの諾否について検討した

結果、いずれも承諾することとなった。 

（後援・協賛の具体的内容は、今後、主催

者側と調整する。） 

(1)第 23 回ドラゴンカヌーヤングフェステ

ィバル＜後援＞ 

・主 催：能登川青年団 

・開催日：H28.7.3(日) 

・会 場：能登川水車とカヌーランド 

(2)駅前チンドン夏まつり＜後援＞ 

・主 催：能登川駅前賑わい創出実行 

委員会 

・開催日：H28.7.9(土) 

・会 場：本町二丁目通り 

・内 容：チンドンパレード、江州音頭、

屋台、ビンゴゲーム等予定 

 (3)人権のまちづくり歌声コンサート 

＜後援＞ 

・主 催：NPO法人喜里（難病の人たちの

働きと暮らしを支援する団体） 

・開催日：H28.10.1(土) 

・会 場：能登川コミセンホール 

・内 容：歌声コンサート、難病啓発展示、

自主製品の展示販売 

(4)第 3回能登川寄席＜協賛＞ 

・主 催：東近江笑いの会 

（会長 近江家八景 東近江市在住） 

・開催日：H28.11.23(水・祝) 

・会 場：能登川コミセンホール 

・内 容：落語 

2.びわこ学院大学短期大学部学生 来訪 

・日 時：H28.6.23(木)13:00～15:30 

・目 的：能登川地区視察 

[小川⇒カヌーランド⇒伊庭(日本遺産)] 

・来訪者数：30名 

3.自主防災研修会 

・日 時：H28.6.24(金)19:00～21:00 

・会 場：能登川コミセンホール 

・内 容：①講演「自主防災組織の役割と 

行動」 

②熊本地震復旧支援活動報告 

③自治会の防災活動事例発表 

・桜ヶ丘自治会 

・今町自治会 

・長勝寺自治会 

④ｅ防災マップづくり説明 

・参加者：32自治会、109 名 

4.高松市コミュニティ協議会連合会 来訪 

・日 時：H28.6.30(木)14:00～16:00 

・目 的：法人化について 

・来訪者数：44名 

5.まちづくり計画策定委員会の活動状況 

(1)全世帯アンケート調査結果の自治会別

説明会の開催 

 要望のある自治会に対し順次実施す

る。（現在、8自治会より申し込みあり） 

(2)能登川中学生に対するアンケート調査

の実施 

 まちづくり計画策定に際し、中学生の

意見等を反映するため、能登川中学生

（665 名）に対しアンケート調査を実施

する。 

(3)まちづくり計画の内容検討 

 まちづくり計画の具体的内容を検討

するため、委員会を月間１～２回のペー

スで開催している。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

6/1 水 事務局 今堀、杉浦、三木

ライティングベル ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

広報 今井

6/5 日 環境 愛東まち協製作の新型フラワーポットづくり作業見学他（8:30-10:30、愛東コミセン）

6/7 火 健康福祉 のとがわ福祉の会打合せ（13:00-16:00、なごみ） 松田

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

環境 湖東まち協から受領したフラワーポット30基を能登川支所前に設置

6/10 金 会長 四方（会長代理）

広報 藤居会長

事務局 能公演「能装束着付け実演と『能公演』」(13:30-、コミセンホール) 入場者＝630名

6/12 日 健康福祉

6/13 月 会長 藤居会長

6/14 火 ふるさと散歩道

6/16 木 環境 22自治会、コミセン

6/17 金 歴史・文化 杉浦

広報

事務局 正副会長、三木

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 四方、門脇、今井

6/21 火 事務局

6/23 木 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 来訪者＝30名

6/24 金 安全・安心 参加者＝32自治会,109名

6/25 土 広報 今井

歴史・文化 杉浦

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

健康福祉 松田

広報

事務局

6/29 水 環境 フラ輪ープロジェクト・JR能登川駅東口・西口花苗植え替え（15:30-）

事務局 三木

事務局 来訪者＝44名

環境

7/1 金 環境 びわ湖の日(9:00-11:30、能登川漁協漁港・栗見出在家地先）

広報

環境

環境 段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（19:30-19:50.躰光寺町）

7/3 日 事務局

7/4 月 広報 広報部会（10:00-、事務室）

7/8 金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ふるさと散歩道

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（18:30-19:30、林町）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（20:00-21:00、今町）

7/18 月 施設運営

環境 22自治会、コミセン

健康福祉 松田

安全・安心

事務局

7/23 土 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（19:30-20:15、神郷）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（9:00-10:00、早刈）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（19:30-20:30、能登川栄町）

7/25 月 事務局

7/29 金 施設運営

7/25 火 事務局

環境

【能登川病院をよくする会】関係   

６月実績 ７月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝日を除く毎日（計22日）  土日祝日を除く毎日（計20日）

植栽チーム・植栽活動  4(土)、18(土)、28(火)  2(土)、16(土)、26(火)

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  24(金)  22(金)

 25(土)能登川病院をよくする会
 総会(11:00-14:00、ｺﾐｾﾝﾎｰﾙ）

7月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

その他

7/16 土

親子フェスタ（10:00-15:00、やわらぎの郷公園）

運営委員会(19:30-、コミセン)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。奇数月はまち協が回収)

第2回通常理事会(19:30-、コミセン)

7/24 日

第1回まち協杯ＧＢ大会(8:30-16:00,やわらぎの郷公園）

第23回ドラゴンカヌーヤングフェスティバル(8:30-16:00)
会長来賓出席と出役

ライティングベル定例会議（19：30-、アズイン）

7/12 火
ふるさと散歩道事業部会議(19:00-、コミセン)

まちづくり計画策定委員会(19:30-、コミセン）

運営委員会(19:30-、コミセン)

7/22

6月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

7/2 土

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-）

広報部会（10:00-、事務室）

自治連役員・能登川地区選出議員との懇談会(18:30-21:00、コミセン）

6/30 木
東近江市地域担当職員任命式及びキックオフ講演会(10：00-、本庁)

高松市コミュニティ協議会連合会来訪(14:00-、コミセン）

運営委員会(19:30-、コミセン)

びわこ学院大学短期大学部学生来訪（13:00-15:30。コミセン)

第１回自主防災研修会(19:00-21:30、コミセンホール)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 内科医 森村光貴医師

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

まちづくり計画策定委員会(19:30-、事務室)

第１回ふれあいフェア実行委員会(19:30-、コミセン）

ふるさと散歩道事業部会議(19:00-、コミセン)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。偶数月は業者が回収)

猪子山森林再生プロジェクト（16:30-15:00、南小（雨天のため場所変更)

6/18 土

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

正副会長会(8:00-9:00、事務室）

全世帯アンケート調査結果 自治会別説明会（14:00-15:00、ドリームハイツ）

まちづくり計画策定委員会（19:30-、事務室）

まち協連絡会代表者会議(16:00-、本庁）

6/11 土

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

のとがわ福祉の会１０周年記念事業(9:00-17:00、コミセン)

6/8 水

活　動　内　容

第４回能公演実行委員会(19:30-、コミセン）

6/4 土

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

環境
環境事業部会(9:00-9:40、コミセン）

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）基本は毎土曜日に実施(9:00-）

金
第２回自主防災研修会(19:00-21:00、コミセン)

6/27 月

徘徊保護訓練実行委員会(13:30-15:30、佐野自治会）

徘徊保護訓練実行委員会(13:30-15:30、佐野自治会）
7/21 木

6/28 火

６月の活動実績と今後の予定 （H28.7.1現在）
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