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運営委員会が 9月 1日に開催されました。

主な審議結果等は以下のとおり。 

1.コミセン閉館後のホール利用について 

NPO 法人エトコロ（事務局 中島みちる

氏）より、「えびす講開催時（12.4～6）

に、地方創生子育て事業の一環として、閉

館したコミセンホールを利用したイベン

トを開催する。ついては、まち協の支援を

お願いしたい。」との要望があった。 

(注)提案時期の当施設は、まち協の指定管

理終了後で、東近江市直轄管理下にある。 

【結論】 

趣旨に賛同できるので、後援する。 

2. (新)能登川コミセン ホールでの『能』

公演について 

「滋賀能楽文化を育てる会」の出路会長、

伊庭副会長から、新ホール完成記念事業と

しての能公演に対する支援要請があった。 

＜企画案＞ 

・期日: Ｈ28.6.11（土） 

・会場：(新)能登川コミセン ホール  

・内容 

・能公演 

・能装束の着付け実演 

・能面等の展示（能面打ち愛好家制作

の能面展示、永源寺に伝わる能装束

と能面のパネル展示） 

・主催：滋賀能楽文化を育てる会 

・協賛：能登川まち協 

・事業費：167 万円(能楽師出演料、芸術監

督者費、印刷宣伝費等) 

＊まち協への支援要請額 60 万円 

・その他 

・能登川中学校生徒等約 300 名を無料

招待する。 

・実行委員会を設け、詳細を検討して

いく。(委員にまち協からも参画する） 

【結論】 

新コミセンホール完成記念事業として、

要請を受諾する。 

 

3.まち協体制（組織）図について 

事務局案を検討した。(今後継続検討) 

4.まち協事務局の(新)コミセンへの移転に

ついて 

11.14(土)、15(日)に行う。移転後は、

コミセン事務局と一体化する。 

5.定款変更の「変更履歴」の表記について 

事務局より説明した。 

（具体的な表記内容は、ホームページをご覧

ください） 

6.視察受け入れについて 
・来訪者：日野地区運営協議会約 30名 

・期 日：H27.9.27（日）9:30～11:30 

・テーマ：防災に関するまちづくり活動 

7.その他 

・次年度以降の役員構成について、「女性

理事の登用ならびに理事増員について早

急に検討が必要」との会長提案があり、

今後、検討していくこととなった。 

・わがまち協働大賞に「フラ輪―プロジェクト」

を推薦する。 

  ＊わがまち協働大賞：東近江市内におい

て協働で実施されている公益的な取り

組みを表彰する制度。 

    主催：東近江市市民協働推進委員会・

NPO 法人まちづくりネット東近

江・東近江市 
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お知らせ 

＊2015 Lighting Bell in NOTOGAWA 

・開催日：H27.12.19(土)～26(土) 

・準 備：11.14～12.13の間の 

土曜・日曜と 12.18 

＊まち協ホームページに「新てんこもり」

(各自治会の紹介)を掲載しています。 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

広報 今井

健康福祉 保健センター 松田

環境 JR能登川駅 西口・東口

ふるさと散歩道 伊庭地先

8/7 金 健康福祉
能登川南小学童
山本

8/8 土 広報 今井

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ JR能登川駅西口 藤居会長他

事務局

事務局 コミセン 藤居会長、事務局

事務局

8/15 土 広報 藤居会長、今井

健康福祉 本庁 三木(山本の代理）

環境 22自治会、コミセン

ふるさと散歩道 コミセン

8/21 金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ アズイン

8/22 土 広報 藤居会長

8/24 月 広報 コミセン

歴史・文化 能登川南小学校 森林再生作業(11:00-12:30） 猪子山 杉浦

安全･安心 コミセン

事務局 クレフィール湖東 藤居会長他

8/29 土 広報 今井

事務局 会長、副会長会（7:30-8:30） コミセン 会長、副会長

広報 コミセン

歴史・文化 猪子山 杉浦

 8月 随時 環境 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等 環境事業部メンバー

9/1 火 事務局 コミセン

9/2 水 事務局 コミセン

広報

環境 JR能登川駅 西口・東口

9/9 水 環境 JR能登川駅 西口

9/16 水 事務局 コミセン

健康福祉 本庁 山本

環境 22自治会、コミセン

ふるさと散歩道 コミセン

9/24 木 健康福祉 能登川自治会館

会長 能登川グラウンド

安全･安心 コミセン

9/27 日 事務局 コミセン

歴史・文化 猪子山 杉浦

広報 広報部会（13:30-） コミセン

9/29 火 事務局 会長、副会長会（19:30-) コミセン 会長、副会長

９月 - 施設運営

環境 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等 環境事業部メンバー

【能登川病院をよくする会】関係   

8月実績 9月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝、8/13,14を除く毎日（計19日）  土日祝を除く毎日（計19日）

 1(土)、13(木)  5(土)、19(土)、24(木)

 なし  なし

 28(金)  25(金)

9/28 月

8/20 木

ふれあいフェア模擬店出展者説明会(19:00-)

まち協合同事業「婚活」実行委員会(9:30-)

9/17 木

ふるさと散歩道事業部会議（19:30-)

廃食油回収

8/9 日 栗見出在家町地先湖岸視察
（運営委員会委員有志、能登川地区在住の市会議員有志）

8/12 水
老ク連能登川ブロック大辻会長との懇談会(13:30-)

9/25 金
老ク連能登川ブロックスポーツ大会(8:30-)来賓として出席

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

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-）

JR能登川駅西口花ポットの花の植替え（フラ輪―プロジェクト活動）
(16:00-17:00）

土9/5

自治連役員会(19:30-)

猪子山作業(9:00-12:00)

活　動　内　容

能登川青年団ＢＯＮ！！おどり 模擬店出店・駅西口交通整理

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川中学校「青年の主張」作文発表（その1）
能中：小口校長、青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

運営委員会(19:30-)

「食の知恵袋教室」子どもと高齢者の交流会(9:30-14:00)

ｅ防災マップ第3回パソコン操作講習会(19:30-21:30)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎土曜日に放送

日野地区運営協議会来訪(約30名)防災活動に関する視察（9:30-)

土

ふるさと散歩道事業部会議（19:30-)

広報部会（10:00-）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協の活動 藤居会長

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊e防災マップ 藤居会長、今井

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 理学療法士 加藤勝也 先生

まち協合同事業「婚活」実行委員会(9:30-)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川中学校「青年の主張」作文発表（その2）
能中：小口校長、青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

8/1

広報部会（10:00-）

ｅ防災マップ第2回パソコン操作講習会(19:30-21:30)

猪子山作業(9:00-12:00)

ライティングベル実行委員会・企画打合せ（19:30-)

能登川南小学童へ食育活動（おやつ作り）(9:30-)
健康推進員(5名)と協働

ビデオ撮影(中世の道）(8:30-)

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-）

8/31 月

9月 随時

よくする委員会

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

のとがわ福祉の会役員研修会(10:00-12:00) 

(8/12-14)まち協事務局夏季休暇

8/28 金

東近江市内まちづくり協議会 懇談会(18:00-)

施設運営事業部会議

8月の活動実績と今後の予定 （H27.9.1現在） 
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