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運営委員会が 9 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.JR能登川駅活性化について 

(駅開業 130周年を前にして) 

上記に関し藤居会長より次の説明があっ

た。 

・この検討のため、第 1 回会議を早急に開

催したい。メンバーは、有識者、賛同す

る市議や地域担当職員、国鉄（JR）OB を

候補にしたい。 

・何らかのイベントも開催したいが、一過性

のもので終わらせたくない。 

・市政懇話会でもこのテーマが取り上げら

れる予定もあり、その推移も見守りたい。 

2.来年度定時総会開催日時等について

（案） 
次のとおり開催することを決定した。 

・日時：来年 5月 26 日（日） 

13：30～16：30  

・場所：コミセンホール 

3.視察研修来訪対応 

・来訪者：石川県七尾市能登島公民館 

（10～15名程度） 

・日時：11/7(水)午後 

・来訪目的：能登川まち協の活動内容につい

ての調査 

4.まちづくり委員研修会実施状況 

・日時：9/9（日）10:00～15：00 

・内容：伊庭内湖の農村景観と町並み散策 

・参加者：22名 

5.ライティングベル・キックオフ計画 
・日時：10/13(土)14：00～17：30 

(注)開始時刻が、従前の案内から

変更となっています 

・場所：やわらぎホール 

・趣旨、内容：ライティングベルには毎年多

くのボランティアの皆さんに協力

いただいている。 

今年は常連のお手伝いの方々に

対する参加継続と新しいメンバー

参加、ライティングベルの魅力紹

介と本番の盛り上げを演出するた

めの演奏会を開催する。模擬店も

出す。 

7.新ふるさと散歩道の開拓について 

ふるさと散歩道事業部では、新しいふる

さと散歩道として、「猪子山・巨石の神々

を訪ねる散歩道」を開拓すべく、地元奉賛

会との調整、看板案とリーフレット案の作

成等を検討中である。 

 

  

能登川地区の４つの小学校の６年生

全員を対象とした音楽鑑賞会に一般の

方々の参加を募ります！！ 

・日時：Ｈ30/11/8(木)14:15～15:15 

(13:45 開場) 

・場所：能登川コミュニティセンターホール 

・出演：びわ湖ホール声楽アンサンブルメンバー 

（男女各２名+ピアノ） 

・曲目：ふるさと(嵐)、勇気１００％、 

となりのトトロ 他 

・入場料：500 円（能登川まち協で販売中） 

・定員：200 名 

・主催：能登川地区まちづくり協議会 

in 2018 
第 14回東近江市芸術文化祭参加 

自作自演の落語ができる社会人落語

家 7名が近江は能登川に集結！ 

・日時：Ｈ30/11/23(金・祝)12時開場、 

13時開演、16時終演予定 

・場所：能登川コミュニティセンターホール 

（550 席） 

・入場料：無料 

・主催：東近江笑いの会 

・お問い合わせ：近江屋 八景 

090-6112-0508 

・協賛：能登川地区まちづくり協議会 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 大橋正徳、今井

会長 藤居会長

安全･安心

健康福祉 山本

9/2 日 安全･安心

施設運営

広報

9/8 土 広報 藤居会長

まちづくり 22名参加

安全･安心

9/10 月 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ キックオフ会議(19:30-21:30、事務室)

9/11 火 安全・安心

9/12 水 事務局 事務局

9/13 木 ふるさと散歩道

9/15 土 広報 今井

9/16 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

9/18 火 事務局

9/19 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

環境 今井、三木

まちづくり 門脇

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ キックオフ会議(19:30-21:30、事務室)

9/22 土 広報 今井

9/23 日 安全・安心 今井

広報

事務局

事務局

まちづくり

9/27 木 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ キックオフ会議(19:30-21:30、事務室)

9/28 金 会長 藤居会長

9/29 土 広報 今井

9/30 日 歴史・文化 杉浦

環境

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

会長 藤居会長

安全･安心 今井

10/9 火 安全・安心

10/13 土 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

10/15 月 事務局

10/16 火 まちづくり

環境

ふるさと散歩道

10/19 金 事務局

10/20 土 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

10/22 月 広報

10/23 火 事務局

10/25 木 事務局

10/26 金 安全・安心 今井

10/27 土 環境

歴史・文化 杉浦

安全･安心 今井

健康福祉 山本

広報

10/30 火 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

11/3 土 広報

11/4 日 事務局

11/6 火 まちづくり

【能登川病院をよくする会 関係】   

9月実績 10月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝を除く毎日（計18日）  土日祝を除く毎日（計22日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  1(土)、15(土)、20(木)  6(土)、20(土)、25(木)  9:00-10:00

よくする委員会  25(火)  23(火) 16:00-

 -

第26回ふれあいフェア2018（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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

その他  25(日)総会及び懇親会(11:00-12:30、やわらぎホール）

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

中間監査(9:30-、コミセン）

第3回通常理事会(19:30-、コミセン)

防災出前講座（10:00-、小川自治会）、防災訓練（小川、桜ヶ丘自治会）

運営委員会(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)

まちづくりネット東近江市ヒアリング(13:30-15:30、事務室)

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

運営委員会(19:30-、コミセン)

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)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

能登川地区文化祭・模擬店出店

広報部会（10:00-、事務室）

広報部会（10:00-、事務室）

（～11/4）能登川地区文化祭・まち協活動紹介パネル展示

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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 検査科 清水陽子様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川赤十字奉仕団 委員長 田附弘子様

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

地域おこし協力隊 増田健多隊員 活動報告会及び座談会(19:00-21:00、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）
9/25 火

9/26

日

安全・安心事業部防災会議(10:00-11:00、事務室）

金

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

ライティングベル実行委員会（19:30-21:30、アズイン）

9/9

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、事務室）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊そらの鳥こども園園長 山崎 直様

9/1 土

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

活　動　内　容

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）
9/21

日

水

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災のお話

東近江市結婚サポート連絡会・お見合いパーティ
（18:00-21:00、パンカフェ（八日市)）

防災訓練（猪子町、早刈、東佐生自治会）

防災訓練（泉台自治会）

防災訓練（佐野自治会）

ふれあいフェア出展(出店)者説明会(19:30-20:30、コミセン）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

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）

10/29 月

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

9月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

まちづくり委員現地視察(研修)会（伊庭半日コース）

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:30、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）

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)
9/20 木

9/3 月
赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

能登川交通安全推進大会(9:30-11:30、コミセンホール）

老ク連能登川ブロックスポーツ大会（8:30-、やわらぎの郷公園)

9月の活動実績と今後の予定 （H30.10.1現在）
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