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運営委員会が 11 月 14 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.「新春のつどい」開催計画について 

次の内容で開催することに決定した。 

①目的：会員、自治会、市民活動団体相互の

親睦と交流 

②日時：H30/1/13（土）16：30～18：00 

③場所：やわらぎホール 

④内容：・地産（特産）物の提供に努める 

・アトラクション（案） 

  ・能登川ふるさとクイズ 

  ・能登川町時代の DVD 上映 

⑤会費：2,000円 

（アトラクション程度の費用をまち協が

支出し、他の費用は会費で賄う。） 

⑥案内状発送先 

・来賓（市長、能登川地区選出の県会議

員、市会議員）  

・会員（個人会員、自治会、市民活動団

体、まちづくり委員） 

・商工会関係等企業  （総数：235） 

＊案内状の発送は 11/15 

⑦参加者見込：100～120 名 

⑧その他：詳細は、事務局で 12月中目途に

検討する。 

2.ライティングベルへの取り組み 

まちづくり事業部主導で、今年のライテ

ィングベルにおいて次の新事業を行い参

画する。 

①水力発電によるライト点灯（龍谷大生、

能登川中学校との共同事業） 

②デジタルフォトコンテスト 

3.「めっちゃスキやねん BIWAKO スタン

プラリー」への協力 

(1)本事業の概要 

○ 内容: 協会けんぽ滋賀支部等を中心に

進められている健康ポイントプログ

ラムの一つ。 

被保険者の健康づくりに資する

ウォーキングの取り込みが進んでい

る状況から、次の取り組みを行う。 

①多種多様な健康づくりに対応するた

め、スタンプラリー、バーチャルラ

リー、ヘルスポイントなどのアプリ

を開発する。 

②このアプリを使うことにより、参加

個人に取り組みに応じたポイントを

付与し、商品との交換を実施する 

③スタンプラリーの取り組みを広域で

実施する。 

○ 参画団体 

発足時（H29年 3 月）は、協会けんぽ

滋賀支部、東近江市、大津市、草津市、

滋賀県。 

その後、多賀市など 5 市 2 町が追加

参画し、H29.9 末時点では、滋賀県内

19市町中 8市 2町が参加。 

(2)この事業に関し、先般、東近江市から当

まち協に対し、スタンプラリーのコース

設定の依頼があった。 

これに対し、ふるさと散歩道事業部で

検討した結果、「猪子山・北向十一面観

音までの登山道とその周辺・岩船神社か

ら巨岩群」コースが推奨コースとして出

された。 

今後、本案も参考に、まち協総意でコ

ース作りを検討する。 

4.会員の動向 

11/6 に個人会員 1 名の入会申し込みがあ

った。 

 

 

「新春のつどい」に 

多数のご参加を 

 新年 1 月 13 日(土)に

予定しています。多くの

方のご参加をお待ちし

ています。 

＊申込みの締め切り日

は、12 月 20日です。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

11/2 木 健康福祉 松田

11/3 金 ふるさと散歩道 7名参加

広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報

事務局

まちづくり まちづくり事業部員

11/5 日 まちづくり まちづくり事業部員

11/6 月 広報

安全・安心

健康福祉 居原田、松田

11/9 木 健康福祉 山本、松田

広報 今井

健康福祉 居原田、松田

環境 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

まちづくり まちづくり事業部員

11/12 日 歴史・文化 中止

11/13 月 歴史・文化 杉浦

11/14 火 事務局

施設運営

環境 今井、三木

11/17 金 事務局 三木、今井、門脇

11/18 土 広報 今井

11/20 月 環境

広報

事務局

11/23 木 施設運営 今堀

11/24 金 事務局

11/25 土 広報 今井

11/26 日 歴史・文化 杉浦

11/27 月 健康福祉 山本

環境 フラ輪ープロジェクト JR駅前の花壇植え替え(15:30-16:30)

まちづくり

11/30 木 環境

11月 随時 環境

12/1 金 健康福祉 山本

広報

事務局

健康福祉 松田

12/10 日 まちづくり

まちづくり

ふるさと散歩道

12/15 金 健康福祉 徘徊-見守りネットワーク会議（10:00-12:00、コミセン） 松田

12/16 土 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

12/18 月 広報

12/19 火 事務局

12/20 水 環境

12/21 木 環境

12/23 土 歴史・文化 杉浦

広報 広報部会（10:00-、事務室）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉 山本

12/29 金 事務局

12月 随時 環境

【能登川病院をよくする会】関係   

11月実績 12月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝日を除く毎日（計20日）  土日祝日年末を除く毎日（計19日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  4(土)、11(土)、18(土)、21(火)  2(土)、16(土)、19(火) 10:00-11:00

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  22(水)  21(水) 16:00-

 11/3(金・祝)（公財）あしたの日本を
創る協会主催「あしたの日本を創る活動
賞（振興奨励賞）」表彰式参列

 -
東京、
菊川事務局長

月

東近江市結婚サポート連絡会（13：00-、本庁)

11/16 木
第3回能公演打合せ（9:30-、能登川中学校）

広報部会（10:00-、事務室）

火

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 地域連携室 菅原 顕和様

運営委員会(19:30-、コミセン)

11/21

11/29 水

水車発電ワークショップ（能登川中学、龍谷大学、まち協）
（9:00-15:00、林中央公園）ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ関連

まちづくり事業部会議（18:00-19:00、エトコロ)
12/12 火

(～1/3）事務局年末年始休暇

文化祭 模擬店出店（11:00-16:00)

わくわくこらぼ村(10:00-15:30、アピア4階）まち協活動状況パネル展示

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

Lighting Bell in NOTOGAWA(林中央公園)点灯式 16:45-
・点灯＝12/16-24.17:30-22:00

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

広報部会（10:00-、事務室）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、コミセン)

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:00、能登川地区内)

素人創作落語大会（13:00-、コミセンホール）

運営委員会(19:30-、コミセン)

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

徘徊保護訓練 （8:00-12:30、能登川地区内）

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)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

猪子山森林再生プロジェクト（13:30-15:00、猪子山)

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

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

活　動　内　容

11/11

(11/4、5)文化祭 パネル展示

東近江市社会福祉大会(9:50-16:00、五個荘コミセン大ホール）

広報部会（10:00-、事務室）

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、事務室）

徘徊保護訓練 自治会との打合せ(19:30-21:00、やわらぎホール）

猪子山北向十一面観音麓登山道脇の巨岩探索、巨岩前の雑草木整備(8:30-11:30

徘徊保護訓練 実行委員会（13:30-15:00、佐野公民館）

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

土

11/7 火

その他

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（9:00-12:00、林中央公園）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（林中央公園）
＊11/11(土)から12/16(土)までの毎土日曜、9:00-12:00、13:00-16:00

H29市政懇話会(19:00-21:00、コミセンホール)

「環境美化の日」一斉清掃(9:30-11:30、葉枝見橋近辺の愛知川左岸河川敷）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

第6回東近江市結婚サポート連絡会（13:00-、本庁)

能登川地区自治会連合会研修旅行（福井市防災センター）

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)

まちづくり事業部会議(19:30-21:30、コミセン)

11/4 土

まちづくりカフェ（19:00-、佐生自治会）

まちづくりカフェ（18:30-、尾芼台自治会）

まちづくりカフェ（18:30-、林町自治会）

Lighting Bell一部撤去作業（林中央公園）

12/9 土

のとがわ福祉の会役員研修会(長浜）

東近江市結婚サポート連絡会 お出会いパーティー（19:00-、湖東・みすまの館)

12/25

11月の活動実績と今後の予定 （H29.12.1現在）
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