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第 3 回通常理事会が 10 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.平成 31年新春のつどい開催について 
次のとおり開催することを確認した。 

・日時：H31/1/12(土)、16:30～18:00 

・場所：やわらぎホール 

・内容：基本的に今年 1 月に開催した内

容に同じ。 

2.ＪＲ能登川駅の活性化と開設 130 周

年記念行事について 
事務局長より趣旨説明、藤居会長より経

緯説明が次のとおりあった。 

・ＪＲ能登川駅は、来年、開設 130周年を

迎える。 

・これを契機として、「ＪＲ能登川駅の活

性化施策の展開」と「開設 130周年記念

イベントの開催」を企画したい。 

・このためのプロジェクトチ-ムを 10 月

に立ち上げ、検討を始めた。 

3.上半期会計収支の状況報告 
概況は下表のとおり。まちづくり部門管

理事務費の支出が計画より増大しており、

今後注意していく必要がある。他は特に問

題はない。 

4.上半期事業進捗状況報告 
概ね順調に進んでいる。 

 

 

 

運営委員会が 10 月 23 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

(10 月 19 日の理事会の議題と重複する内

容は省略しています。） 

1.ふるさと散歩道事業部 

猪子山「巨石の神々を訪ねる散歩道」の設

定に向け、案内看板の設置とリーフレット

の印刷を検討中であるが、その具体案と費

用見積もりが示された。 

計画の総必要額が予算超のため、まち協

全体の年度収支を睨みながら実施していく

ことになった。 

観光協会の協力を仰ぐことや、スマホで

の情報提供も検討すべき等の意見も出され

た。 

2.ライティングベル・キックオフ報告 

・日時：10/13(土)14：00～17：30  

・場所：やわらぎホール 

・参加者：約 200 名からの来場者があって、

成功裏に終えることができた。 

 

平成 30年度上半期の会計収支状況 単位：千円 

部門 項  目 
30年度 

上半期実績 

30年度 

予算 

対予算 

比率％ 
  

まちづくり 

部門 

収 入 11,745 12,154 97 

一般会計、基金会計の合計 支 出 3,908 6,178 63 

収支差 7,837 5,976 - 

指定管理 

部門 

収 入 35,108 63,893 55 コミセン会計、やわらぎホ

ール会計、やわらぎの郷公

園会計の合計 

支 出 28,897 62,556 46 

収支差 6,210 1,337 - 

合  計 

収 入 46,852 76,047 62 

  支 出 32,805 68,734 48 

収支差 14,047 7,313 - 

(注)「収入」には、前期繰越金を含む 
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【10月実績】

月/日 曜 主管事業部等 備     考

10/1 月 事務局

10/2 火 広報 能登川地区文化祭(11/3-4)展示部会(10:00-、コミセン)

10/6 土 広報 今井

会長 雨天中止

安全･安心 雨天中止

10/9 火 安全・安心

健康福祉

まちづくり

広報 会長

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

10/14 日 環境 栗見新田町自治会

事務局

事務局

10/16 火 まちづくり 門脇

環境

ふるさと散歩道

10/19 金 事務局

広報 今井

環境

広報
事務局

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

健康福祉 山本

広報

10/23 火 事務局

10/25 木 事務局

健康福祉 松田

安全・安心 今井

広報 今井

環境
会長、村林(栗見
出在家)

健康福祉 松田

歴史・文化 杉浦

安全･安心 今井

健康福祉 山本

広報

事務局

10/30 火 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

（次ページに続く）

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

能登川中学生との懇談会(16:15-17:15、能登川中学校)

月

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)
10/22 月

運営委員会(19:30-、コミセン)

「おしゃべりカフェ」(9:00～13:00、能登川保健センター）
10/12 金

JR能登川駅開業130年記念行事計画PJT打合せ(18:00-、事務室)

10/29

栗見プロジェクト・栗見新田町地先の清掃(9:00-12:00)

土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災のお話  安全･安心事業部 今井部長10/20 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 外科 長谷川均先生

第26回ふれあいフェア2018（9:30-15:00,ふれあい運動公園）
まち協活動紹介パネル展示、模擬店出店

龍谷大学深尾ゼミ4年生との協議(10:00-、大津）

ライティングベル実行委員会（19:30-21:30、アズイン）

「徘徊保護 声掛け訓練」事前学習会（9:30-12:00、コミセンホール）

10/27 土

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)

東近江市地区社協交流会（13:30-15:30、ハートピア八日市)
金10/26

10月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

栗見プロジェクト・栗見出在家町地先の清掃(9:00-11:00)

中間監査(9:30-、コミセン）

第3回通常理事会(19:30-、コミセン)

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:30、コミセン)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

第55回能登川地区市民運動会(8:40-、能登川スポーツセンターグラウンド)

防災出前講座（19:30-、湖東中里町）

防災訓練（神郷、ドリームハイツ、長勝寺 自治会）
10/28 日

防災訓練（新宮東 自治会）
10/7

10/21 日

JR能登川駅開業130年記念行事計画PJT発足打合せ(18:00-、事務室)

JR能登川駅開業130年記念行事計画PJT打合せ(18:00-、事務室)
10/15

広報部会（10:00-、事務室）

広報部会（10:00-、事務室）

H30市政懇話会(19:00-21:00、コミセン)

ライティングベル キックオフイベント(14:00-17:30、やわらぎホール)

月

活　動　内　容

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)
10/18 木

日

安全・安心事業部防災会議(10:00-11:00、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 北川陽子様10/13

10月の活動実績と今後の予定 （H30.11.1現在）
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（前ページより続く）

【今後の予定】

月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報

広報

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

11/4 日 事務局

11/6 火 まちづくり

11/7 水 事務局 能登島地域づくり協議会の視察研修来訪対応(13:30-15:30、コミセン）

施設運営 声楽アンサンブル公演（14:15-15:15、コミセンホール)

健康福祉 松田

11/10 土 環境 今井

11/13 火 安全・安心 安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、コミセン）

11/15 木 環境 今井、三木

まちづくり 門脇

安全・安心 平成30年度「自主防災活動成果発表会」（19:30～21:30 コミセン） 今井

11/17 土 健康福祉 松田

11/18 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

環境

事務局

11/22 木 事務局 自治連研修会(東大阪市消防局防災学習センター）

11/23 金 施設運営

11/25 日 歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

まちづくり

11/27 火 健康福祉 松田

11/30 金 健康福祉 山本、松田

環境

事務局

まちづくり まちづくり事業部員

12/3 月 ふるさと散歩道

【能登川病院をよくする会 関係】   

10月実績 11月予定 備   考

 土日祝を除く毎日（計22日）  土日祝を除く毎日（計21日） 10:00-12:00

 6(土)、14(日)、20(土)、25(木)、28(日)  3(土)、17(土)、20(木) 10:00-

よくする委員会  23(火)  27(火) 16:00-

 -

能登川地区内福祉施設研修（真寿会、グロー、のと川ワークス他）

「おしゃべりカフェ」(9:00～12:00、コミセン）

ふるさと散歩道事業部会議(8:30-午前中、猪子山)

会話チーム・会話活動

植栽チーム・植栽活動

11/3 土
＊11/3(土)から12/11(日)までの毎土日曜、および12/14(金)
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（13:00-16:00、林中央公園）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア）まち協活動状況パネル展示

能登川地区住民福祉活動計画推進会議(13:30-、能登川保健センター）

まちづくりカフェ（17:30-18:30、能登川自治会）
12/1 土

能登川地区住民福祉活動「ちょっとよろまいか!」(14:00-16:00、コミセン）

11月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

火

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

「徘徊保護 声掛け訓練」自治会説明会（19:30-、やわらぎホール）
11/8 木

「徘徊保護 声掛け訓練」当日（8:00-14:00、能登川地区内）

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)
11/26 月

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

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)

11/16 金

素人創作落語大会in能登川2018（13:00-16:00、コミセンホール）

運営委員会(19:30-、コミセン)
11/20

活　動　内　容

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

その他  25(日)総会及び懇親会(11:00-14:00、やわらぎホール）

能登川地区文化祭・模擬店出店

（～11/4）能登川地区文化祭・まち協活動紹介パネル展示
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