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運営委員会が11月 11日に開催されました。

主な審議結果等は以下のとおりです。 

1.理事若干名増員の件 

結論：次のステップで具体的な人選を進める 

①運営委員会で増員理事候補（団体、個人）

の選出 

（コミセン館長、施設運営事業部長、市民

団体連絡部長、東近江市能登川支所参事

員が中心となって検討） 

②会長に推薦 

③会長は、推薦のあった理事候補者と自ら

推薦する理事候補者を理事会に報告す

る。 

④理事会で、理事候補者を決定し、総会に

提案 

2.東近江市市民活動推進交流会 

・愛称：いきいきウォッチわくわくこらぼ村 

・日時場所：12/12（土）11：00～16：00 

アピア 4階 

・内容：H26年度地域活動支援補助金採択団

体の成果発表会を兼ねたパネル展示

とパワーポイントによる発表 

・当まち協からの発表 

3.第２回理事会（10/20）審議事項等の報告 

（本内容は、本紙全号で紹介済みですので、

ここでの記載は省略します。） 
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運営委員会(11.11)報告 

 

2015ライティングベル 

・点灯日時：12/19(土)～26(土) 

17:30～22:00 

・点 灯 式：12/19(土)17:00～ 

・会    場：林中央公園 

 

事務局の移転完了 

11 月 15日、旧コミセンから新コミセ

ンへ移転しました。 

新しい事務室は、広く新しくきれい

で、快適です。またコミセン事務局とも

同じスペースで何かと便利です。 

一度お立ち寄りください。 

・住所:🏣521-1292 

東近江市躰光寺町 262 番地 

能登川コミュニティセンター 

・IP電話：050-5802-2793 

・FAX：0748-42-1556 
＊IP 電話、FAX の番号は、以前と変わり

ありません 

まち協事務局・コミセン 

年末年始休み 

・まち協事務局：12/26(土)～1/3(日)  

・コミセン：12/29(火)～1/3(日) 

 

段ボールコンポストの販売 

新事務所でも段ボールコンポストの販売

をしています。ご利用ください。 

・価格：1個 500円（東近江市住民） 

 

新コミセンにおける 

廃食油回収 BOXの設置 

新コミセンホール 東側 駐輪場の 

北角に設置しました 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

11/2 月 健康福祉 ｸﾚﾌｨｰﾙ湖東 松田

11/4 水 広報 広報部会（10:00-）文化祭パネル制作 コミセン

11/5 木 健康福祉 徘徊保護訓練に向けて打合せ(19:30-21:00) 佐野公民館 松田

11/6 金 事務局 わくわくこらぼ村出展者説明会(18:30-) 湖東支所

H 広報 今井

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

健康福祉 徘徊保護訓練に向けて打合せ(13:30-15:00) 佐野公民館 松田

H 事務局 やわらぎホール

H 広報 藤居会長

事務局

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

健康福祉 松田

11/16 月 事務局

環境 伊庭内湖 菊川

事務局 (新)能登川コミセン内覧会(9:30-11:30)

H 11/19 木 環境 22自治会、(新)コミセン

11/20 金 事務局 藤居会長

H 広報 今井

広報 (新)コミセンホール等

H 11/24 火 歴史・文化 猪子山 杉浦

環境 環境事業部会議(11:00-12:00) 事務室

事務局 藤居会長、(新)コミセン

11/27 金 事務局 本庁 三木

H 11/28 土 広報 藤居会長

11/29 日 環境 葉枝見橋北詰駐車場集合

H 環境 環境事業部メンバー

12/1 火 広報 事務室

H 広報

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

事務局 コミセン

12/8 火 健康福祉 障がい者施設見学会(10:00-13:30) 能登川作業所 松田

12/9 水 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

12/10 木 安全・安心 自主防災研修会（19：30-21:00) コミセン

事務局 わくわくこらぼ村出展(11:00-16:30) アピア

会長 コミセンホール

事務局 コミセン

ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議（19:30-) コミセン

12/16 水 活動団体連絡 活動団体連絡部発足会議(19:30-21:00) コミセン

H 12/17 木 環境 22自治会、コミセン

12/18 金 環境 JR能登川駅前広場整備(14:30-16:00) JR能登川駅 西口・東口

12/19 土 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

12/20 日 健康福祉 コミセンホール

H 歴史・文化 猪子山 杉浦

広報 事務室

12/26 土 事務局

12/27 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

H 12/28 月 広報 事務室

12/中 - 施設運用

H 環境 環境事業部メンバー

【能登川病院をよくする会】関係   

H 11月実績 12月予定 備   考

H会話チーム・会話活動  土日祝を除く毎日（計19日）  土日祝、12/29～31を除く毎日（計19日）

H  7(土)、21(土)、24(火)  5(土)、19(土)、22(火)

H  なし  なし

H  27(金)  25(金)

 24(火)病院1Fｶﾌｪ食堂 10名参加

広報部会（10:00-）

広報部会（10:00-）
12/21 月

会員懇談食事会

グラウンドゴルフ大会（H28.3 やわらぎの郷公園予定）に関する打合せ

事務運営チーム・打合せ

12月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

12/5

12/12 土

運営委員会(19:30-)

よくする委員会

植栽チーム・植栽活動

ライティングベル点灯式（17:00-）
(12/19-26)ライティングベル点灯(17:30-22:00)

猪子山作業(9:00-12:00)

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-）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

11/17 火

（-11/22)能登川地区文化祭

新事務室で業務開始

伊庭内湖　外来植物ナガエツルノゲイトウ駆除(8:30-12:00)

能登川支所・(新)能登川コミセン竣工式（10：00-）

市内まち協連絡会 事務局長会議(10:00-)

(12/26<土>-1/3<日>）事務局年末年始休み

ライティングベル後片付

福祉のまちづくり講演会（13:30-15:30)

12/5～12/13の間の毎土曜、日曜（各日9：00-16：00）
ライティングベル[12/19(土)～12/26(土)]準備

11/21 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 内科 島本真理先生

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

老ク連能登川ブロック大会(13:00-)  来賓として出席

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-）

11/7 土

市政懇話会(19:30-21:30)

猪子山作業(9:00-12:00)

11/14～11/29の間の毎土曜、日曜 （各日9：00-16：00）
ライティングベル[12/19(土)～12/26(土)]準備

11/26

11/11

11/14 土

まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00)

土

廃食油回収

活　動　内　容

環境美化の日 愛知川河川敷の清掃(9:30-11:30)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊(新)能登川コミュニティセンター スタート 藤居会長

高松市川東コミュニティ協議会来訪(18名）（13:30～15:30)

木

介護者のつどい(10:00-14:30)

水

徘徊保護訓練(各自治会で開催。26自治会参加）

運営委員会(19:30-)

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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エヨコロ 中島様

(-11/15)新事務所への移転作業

12/15 火

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎土曜日に放送 

広報部会（10:00-）

11月 随時

11月の活動実績と今後の予定 （H27.12.1現在）
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