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運営委員会が６月 12 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.新規事業の検討 

まちづくり計画にない喫緊の課題や次年

度以降に取組む事業等はないかを検討した。 

この中で、空き家空き店舗問題(計画書に

記載済み)に取り組むべきと意見が出され

た。 

具体的な取り組みについて、勉強会の立

ち上げ等の案が出たが、まずはまちづくり

事業部で引き取り、例えば、「まちづくり

カフェ」の場で各自治会の情報収集をして

いくことになった。 

2.総会での質疑の対応について 

5月の定時総会で、29年度決算報告に関

し「まちづくり部門の事業別の支出実績や

人件費について、内訳を示して欲しい。」

の要望が出された。 

この要望の今後の対応については、議案

書の記載内容・形式は従来と同様とし、要

望者には個別に説明するととなった。 

3.栗見プロジェクトについて 

地元自治会長との打合せ(5/10、6/11)の

結果、栗見新田町地先の流木清掃は

7/1(日)に行うこととなった。 

なお、栗見出在家町地先の清掃日時につ

いては検討継続中。 

4.会員の動向 

入会:個人２名、退会：団体１名 

＊以上の結果の会員数:個人会員 125、 

団体 16、自治会 53 合計 194名 

5.その他 

・地元選出市議との懇談会の早期開催を

模索中 

・フラ輪―プロジェクトに関し、6/4(月) 

の活動には能登川南小学校生徒が参画

し、駅東口の花壇 10基の花苗植えを行

った。（能登川中学生以外からの参加

は初めて） 

・6/25(月)、四日市楠町小倉自治会から

の視察受入れ(6 名。テーマ:防災活動

について) 

・「防災カフェ」の開催(7/10(火) 

 10:00～ コミセン) 

 

７月の事業活動で、当まち協が共催・

後援等をしているものは次のとおりです。 

多くの皆様のご参加をお待ちしてい

ます。 

・びわ湖清掃＜共催＞ 

・主催：東近江市・東近江市さわやか

環境づくり協議会美しい湖

国をつくる会東近江市支部 

・7/3(火) 9:00～11:30  

・びわ湖岸及び伊庭内湖周辺 

・駅前七夕チンドン夏まつり＜後援＞ 

・主催：能登川駅前賑わい創出実行

委員会 

・7/7(土)16:00～20:00  

・第 25 回ドラゴンカヌーヤングフェス

ティバル＜後援と出役＞ 

・主催：能登川青年団 

・7/8(日)8:00～16:00  

・能登川水車とカヌーランド  

 

 

【まち歩き(現地散策)のご案内】 

昨年好評を博したまちづくり委員さ

ん対象の視察研修(散策)を行います。 

まちづくり委員さん以外の参加も可

能です。お申込み下さい。 

内 容：『伊庭内湖の農村景観』（「国

の重要文化的景観」候補）散策 

期  日：9/9（日)9:45 コミセン集合 

14:00 頃帰着予定  

コース：コミセン…能登川博物館（伊

庭の解説）…伊庭（金比羅神社・

妙楽寺・謹節館＜昼食＞・大濱神

社）…コミセン  

（全行程８Km、現地ガイド付き） 

費 用：無料（昼食を用意しています。） 

＊歩きやすい服装、靴、水筒、雨具

等をご準備下さい。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

6/2 土 広報 今井

6/4 月 環境 南小との協働

6/5 火 安全・安心

会長 藤居会長

安全・安心

6/9 土 広報 藤居会長

施設運営

施設運営
今堀、杉浦、
事務局長

環境

環境 中学との協働

事務局

安全･安心

6/13 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

6/14 木 ふるさと散歩道

6/16 土 広報 今井

6/18 月 まちづくり

6/20 水 環境

施設運営

歴史・文化 杉浦

環境 予定(6/21)変更

広報 今井

施設運営

健康福祉 山本

広報

安全･安心

6/27 水 事務局

広報 今井

施設運営

6月 随時 環境

環境 栗見プロジェクト・栗見新田町地先の清掃

歴史・文化 杉浦

施設運営 老ク連清掃奉仕作業（8:00-、やわらぎの郷公園）

事務局 事務局

広報

7/3 火 環境 藤居会長、会員

7/7 土 環境 今井

7/8 日 事務局
館長、コミセン
職員、会員、事
務局他

7/9 月 事務局 藤居会長、事務局

安全・安心

事務局

会長 四方副会長

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

7/14 土 事務局 藤居会長他

7/17 火 事務局

7/18 水 まちづくり

施設運営

環境 今井、三木

ふるさと散歩道

7/20 金 環境

7/23 月 健康福祉 山本

7/27 金 事務局

7/28 土 歴史・文化 杉浦

7月 随時 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  土日を除く毎日(計21日）  土日祝を除く毎日 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  2(土)、16(土)、21(木)  7(土)、21(土)、26(木) 9:00-10:00

よくする委員会  28(木)  24(火) 16:00-
 

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ理事長 中島みちる様

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 リハビリテーション科加藤勝也先生6/23 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川東小学校音楽祭

東近江市まちづくり協議会交流会 まちづくり自慢大会(14:00-、アピア）

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)

7/10 火

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

まちづくり事業部会議(18:00-、ちきゅう屋)

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

7/13 金
老ク連能登川ブロック大会(13:00-、コミセンホール）

第2回通常理事会(19:30-、コミセン)

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-12:00、本庁)

日

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

6/25

6/30 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川東小学校 井上照美校長 、
　東近江市青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

安全・安心事業部会議(10:00-、コミセン）

自主防災活動リーダー研修会（19:00-21:30、コミセン）

フラ輪ープロジェクト JR駅周辺の花苗植替え(15:15-15:45、JR能登川駅東口)

赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

能公演(6/23)に関する打合せ(19:00-、コミセン)

6/12 火

四日市楠町小倉自治会からの視察受入れ（13:30-、コミセン）

自治会とのヒアリング開始

6/11

活　動　内　容

7/2 月

第3回まち協杯ゲートボール大会(8:30-、やわらぎの郷公園)

7/19 木

第25回ドラゴンカヌーヤングフェスティバル(8:00-16:00)
（後援、出役，会長来賓出席）

社会を明るくする運動ミニ集会（9:30-12：00、コミセン）

地域担当職員任命式（14:00-、本庁）

運営委員会(19:30-、コミセン)

事業部長会(19:30-21:00、コミセン)

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

びわ湖の日(9:00-11:30、能登川漁港・栗見出在家地先）

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

防災カフェ(10;00-、コミセン）

月

6/8 金
東近江市まちづくり協議会代表者会議(16:30-、本庁）

7/1

6/22 金

広報部会（10:00-、事務室）

能登川中学校「少年の主張（学校広場）」発表会（8:50-9:40,能登川中学校）

能装束着付実演と能「舎利」(13:00-、コミセンホール)

フラ輪ープロジェクト JR駅周辺の花苗植替え(16:00-17:00、JR能登川駅西口)

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-12:00、本庁)

ふるさと散歩道事業部会議(8:00-10:30、猪子山 現地で看板の位置等確認)

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)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

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)

「能」公演(6/23)の反省会(19:00-)

「能」公演(6/23)の準備（コミセンホール）

運営委員会(19:30-、コミセン)

月

栗見プロジェクトに関する地元自治会との打合せ（19:00-20:00、能登川支所)

6月の活動実績と今後の予定 （H30.7.1現在）
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