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理事会が 3月 27日に開催されました。主な

内容は以下のとおりです。 

 

1. 「能登川地区まちづくり計画書」の

今後の取り扱いについて  

次のとおりとすることを確認した。 

【概要版】 

・発行部数は 10,000 部とする。 

・平成 29 年度定時総会終了後に能登川

地区全戸に配布する。 

（注：3/11 の設立 10 周年記念式典で、

参加者に配布した。） 

【本編】 

・発行部数は 500 部とする。 

・平成 29 年度定時総会終了後に、まち

協会員、市民活動団体連絡会参加団体、

及び行政等関係機関に配布する。 

2. 平成 28年度事業報告・決算予測 

事務局より、現時点の事業報告案、決算

予測値について説明があった。 

3. 平成 29年度事業計画・予算計画 

事務局より、平成 29年度事業計画案と予

算計画案について説明があり、了承された。 

4. 平成 29年度定時総会計画 

右欄のとおり開催することを確認した。 

5. 決裁事務規程の見直し 

(1)事務局より、見直しの理由について次の

説明があった。 

現行の規程は、コミュニティセンター等

の指定管理開始時に、指定管理対象施設用

に作成されたもの（H25.4.1 施行）である

が、その後の指定管理対象施設の増減、当

まち協の法人化等に変化に対応できてい

ない。また、規程内容が、当まち協の業務

運営実態と乖離している部分がある。 

このため、規程の適用範囲を当まち協全

体に広げると共に、細部の規程内容を、現

状も考慮した適正なものにする。 

(2)具体的な見直し内容については原案を

一部修正し、また施行時期は本日（H29. 

3.27）とすることで承認された。 

（見直し後の決裁事務規程はホームペー

ジに記載しています。） 

 

 

平成 29年度定時総会計画 

・日 時：H29.5.27(土)13:30～16:30 

・場 所：能登川コミセンホール 

・議 案： 

（1） まちづくり計画改定の報告 

（2） 平成 28年度事業報告 

（3） 平成 28年度決算報告 

会計監査報告 

（4） 平成 29年度事業計画（案） 

（5） 平成 29年度予算計画（案） 

（6） 役員の改選 

理事・監事の改選 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

安全・安心

事務局 事務局長

3/3 金 事務局

17 広報 今井

健康福祉

3/5 日 健康福祉

3/9 木 健康福祉 松田

3/10 金 事務局

17 広報 今井

事務局

健康福祉 山本

事務局 四方

3/14 火 事務局

3/15 水 健康福祉 山本

3/16 木 環境

3/17 金 施設運営 今堀、事務局長

17 広報 今井

安全・安心 今井

3/19 日 事務局 会長、居原田、事務局長

環境

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3/21 火 事務局

健康福祉 松田

事務局 四方、事務局長

会長 会長

事務局

安全・安心 今井

17 広報 今井

事務局

安全・安心 今井

指定管理

3/26 日 事務局

歴史・文化 杉浦

施設運営 素人創作落語大会(11/23)についての打合せ（12:00-13:00、コミセン） 今堀、事務局長

広報 広報事業部メンバー

事務局

事務局 今井

事務局 事務局長

2 健康福祉 松田

環境

広報

事務局

事務局

施設運営

4/4 火 安全・安心

4/6 木 まちづくり

4/7 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

4/8 土 施設運営

4/11 火 事務局

4/13 木 ふるさと散歩道

4/18 火 事務局

環境

8 環境

施設運営

事務局

4/25 火 事務局

未定 歴史・文化 杉浦

環境

5/2 火 事務局

5/5 金 施設運営

5/27 土 事務局

1【能登川病院をよくする会】関係   

2 3月実績 4月予定 備   考

3会話チーム・会話活動
 3/1～3及び土日祝日を除く毎日
（計20日）

 土日祝日を除く毎日（計20日） 10:00-12:00

4植栽チーム・植栽活動  4(土)、18(土)、23(木)  1(土)、15(土)、25(火) 9:00-

5事務運営チーム・打合せ  なし  なし

6よくする委員会  23(木)  27(木) 16:00-

第4回まち協会長杯グラウンドゴルフ大会(8:30-16:00、やわらぎの郷公園）

水 社協ふくしの会 共助の基盤整備事業「ホンモノの支えあいの地域づくりを考える集
い」(19:00-21:00、なごみ）

3月 随時

地区防災計画フォーラム（13:00-17:00、名古屋）

3/20

東近江市地域福祉活動計画(第２次）策定委員会(19:00-21:00、ハートピア）

広報部会（10:00-、事務室）

4月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

事業部長会(19:30-21:00、事務室)

会計監査

金

県地域防災アドバイザー再認定式(15:00-、県危機管理センター）

こどもの日わんぱくフェスタ(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

4/3 月
能装束着付実演と能「安達原」(6/24、コミセンホール）チケット販売開始

総会、第1回理事会

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

事業部会議(19:30-、事務室)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)
4/20

事業部会議(9:00-12:00、繖山の石造物と古木探索、ほっとスポット現地観察）

月

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

元気のつどい(9:30-15:00、やわらぎホール)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

事務室レイアウト変更

第4回通常理事会(19:30-、コミセン）

事務室レイアウト変更（配線工事）

日
中野地区まちづくり協議会婚活事業

事務局長会議(15:00-、本庁)

3/11 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川まち協設立10周年記念式典・パネルディスカッション編3/18

（4/8-9)さくらを観る日(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

3/29

3/24

土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

月

地域防災実践ネット座談会（東京）

事務室レイアウト変更（備品等移動）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

運営委員会(19:30-21:30、コミセン)

第7回まち協合同事業実行委員会(10:00-、本庁）

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)

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

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）
＊能登川病院医事課 松田弘子様

土3/4

能登川まち協設立10周年記念式典前日準備(13:00-、コミセンホール)

能登川まち協設立10周年記念式典(12:30-、コミセンホール)

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

3/27

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

3/25 土

第2回まち協グラウンドゴルフ大会(9:00-16:00、やわらぎの郷公園）

活　動　内　容

3/23 木

能登川地区高齢者施設見学会（能登川園、あゆみ）

3/12

第2回コミセン運営委員会(19:30-、コミセン)

3/1 水

市立めじろ保育園閉園式(10:00-)

吊り看板「ホップ♪ステップ♪のとがわ」の撤去

東近江市まちづくり協議会連絡会代表者会議(15:00-、本庁）

能公演第1回実行委員会(19:00-、コミセン)

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-、なごみ）

栗見新田町 魚のゆりかご水田 10周年記念式典(11:00-12:30、やわらぎホール）

事業部長会(19:30-21:00、事務室)

元気のつどい 前日準備（13:00-、やわらぎホール）

能登川まち協設立10周年記念式典実行委員会(15:00-17:00)

蒲生地区まちづくり協議会設立10周年記念式典(13:30-）

事業部会議(10:00-11:00、事務室）

自治会連合会総会(13:30-、コミセンホール）

やわらぎの郷公園年度始め式(8:30-、やわらぎの郷公園）

コミセン・事務局 年度始め式(8:30-、事務局）

4/1 土

ライティングベル定例会議（19:30-、アズイン）

木

4/22 土

３月の活動実績と今後の予定 （H29.4.1現在）
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