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運営委員会が 3月 19日に、理事会が 3月

25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 30年度事業報告・決算見込み 

事業報告、決算見込みの報告が次のとお

りあった。 

＜30 年度事業・特記事項＞ 

・ 5 月、「文化講演会」（講師：フリー

アナウンサー 山本浩之氏）に協賛した。 

・ 6 月、「舎利」公演に能登川中学校３

年生２３０名、11 月、びわ湖ホール 

「声楽アンサンブル」公演に、能登川

地区の４小学校６年生２１０名を招待

し、本物の古典や音楽に身近に触れる

機会を提供した。 

・ 11 月、「能登川病院をよくする会」設

立５周年の総会・懇親会を開催した。 

・ 自主防災、e 防災マップづくり、

DIG,HUG 等の研修会、自治会への出前

講座等を開き、総括として「活動成果

発表会」を開催し,防災意識の向上を図

った。 

・ 地域課題を共有し、将来的なまちづく

りを多方面から検討するため、「まち

づくりカフェ」と名付けた自治会毎（現

有 53自治会）の懇談を催した。 

・ 「栗見プロジェクト」（琵琶湖岸復活

大作戦）に取組んだ。 

＜30 年度決算見込み＞ 下表参照 

２．平成 31年度事業計画・予算 

事務局より事業計画案、予算案の説明が

あり了承された。(予算案は下表参照） 

３．平成 31年度定時総会計画 

・日時：5/26（土）13：30～16：30 

・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 

・平成 31年度事業計画、予算計画 

・役員の改選 

４．その他 

○能登川コミュニティセンター館長・やわ

らぎホール館長の居原田善嗣氏が、3 月

31 日退任され、後任に木下勉氏が、4 月

1日就任された。また、居原田氏は、4月

1 日、能登川地区まちづくり協議会の副

会長に就任された。 

○4月 1日、環境事業部 事業部長に大橋正

徳氏が就任された。（今までは藤居会長

が兼任） 

 

表．30 年度決算見込みと 31年度予算案  単位：千円 

(注)「収入」には、前期繰越金を含む 

部  門 会  計 項 目 
30年度 

予算 

30年度 

決算見込 

31年度 

予算案 
備   考 

まちづくり 

部門 

一般会計 

収入 6,418 6,441 6,360 

 支出 6,178 6,396 6,315 

収支差 240 45 45 

基金会計 

収入 6,036 6,037 5,737 

 支出 300 300 300 

収支差 5,736 5,737 5,437 

合計 

収入 12,154 12,178 11,797 基金の支出(取崩)300 千円

は、マイナスの収入として計

算 

支出 6,178 6,396 6,315 

収支差 5,976 5,782 5,482 

指定管理 

部門 

コミセン、やわ

らぎホール、や

わらぎの郷公園 

収入 63,893 64,261 64,288  

支出 62,556 63,040 63,067 

収支差 1,337 1,221 1,221 

合    計 

収入 76,047 76,438 76,085 

 支出 68,734 69,436 69,382 

収支差 7,313 7,002 6,703 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

健康福祉 松田、山本

事務局 正副会長、三木

広報

健康福祉 松田

環境

広報 会長

環境 今井

3/11 月 事務局 ？？

3/12 火 安全・安心

3/13 水 ふるさと散歩道

事務局 三木

まちづくり

3/15 金 健康福祉 松田、山本

3/16 土 歴史・文化 杉浦

3/17 日 歴史・文化 杉浦

3/16 土 広報 今井

3/17 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

3/19 火 事務局

3/20 水 事務局 ？？

3/21 木 環境

広報 今井

施設運営

会長 会長

まちづくり 龍谷大学政策学部深尾ゼミ2年生との情報交換会(14:00-、コミセン) 門脇

3/24 日 歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

健康福祉 会長、松田

広報

事務局

3/30 土 広報 今井

3/31 日 歴史・文化 杉浦、門脇

3月 未定 環境

環境

（次ページに続く）

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業実行委員会 広報戦略小委員会 (17:00-、コミセン）

3/14 木

真寿会「小規模多機能型居宅介護しんぐう」竣工式（10:30-11:30）

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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院総務部 遠藤俊哉様

運営委員会(19:30-、コミセン)

東近江市ムラサキ1350周年記念イベント(13:30-、あかね文化ホール）

3/23 土

ふるさと散歩道事業部 猪子山看板設置(9:00-、猪子山)

3月 随時 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。23自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

広報部会（10:00-、事務室）

東近江市結婚サポート連絡会（9:30-11:00、本庁)

3/25 月

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:30～15:00、コミセン）

段ボールコンポスト講習会 講師：桂田昌彦氏（10:00-11:00、コミセン)

第4回まち協グラウンドゴルフ大会(8:00-15:00、やわらぎの郷公園)

環境事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

安全・安心事業部会議(10:00-12:00、コミセン）

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-21:30、能登川保健センター）

活　動　内　容

正副会長会(8:00-9:00、事務室）

まち協連絡会事務局長会議(15:00-17:00、本庁）

第2回コミセン運営委員会(19:30-、コミセン)

市立能登川あおぞら幼児園整備工事竣工式（9:00-）

元気のつどい(10:00-12:30、コミセンホール)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

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3/2 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ理事長 善住愼一様、中島みちる様3/9 土

3/5 火

3/4 月

広報部会（10:00-、事務室）

第4回通常理事会(19:30-、コミセン)

東近江トレイル繖山コース実行委員会(15:00、五個荘コミセン)

東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部設立会議(10:00、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川コミュニティセンター館長 居原田善嗣様

3月の活動実績と今後の予定 （H31.4.1現在）

のとまち協NEWS第120号.活動実績と今後の予定 2 H31.4.1



（前ページより続く）

月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報

施設運営

施設運営

安全・安心

健康福祉 松田

歴史・文化 杉浦

ふるさと散歩道

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

4/15 月 広報

4/16 火 事務局

4/18 木 環境

4/19 金 健康福祉 松田

施設運営

歴史・文化 杉浦

環境

事務局 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)

4/21 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 会計監査(9:30-12:00、コミセン)

健康福祉 山本

広報

健康福祉 松田

4/24 水 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

4/25 木 まちづくり まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

4/27 土 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00、猪子山) 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

【能登川病院をよくする会 関係】   

3月実績 4月予定 備   考

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

 2(土)、16(土)、26(火)  6(土)、20(土)、25(火) 10:00-

よくする委員会  28(木)  23(火) 16:00-

美化・植栽チーム

運営委員会(19:30-、コミセン)

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

会話チーム

運営委員会(19:30-、コミセン)

4/22 月

4/20 土

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:30～15:00 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

活　動　内　容

4月 随時 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)

東近江トレイル繖山コーストレッキング下見(8:30-15:00、猪子山他)

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。偶数月は業者が回収)

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-、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)

(-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-、猪子山)

のとがわ福祉の会正副部長会（19:30-22:00、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）

4/10 水
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