
年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

平成２８年

4月8日 金 会計監査 市庁舎南分室 ・平成２８年度事業監査

役員選考委員会 市庁舎南分室 ・平成２８・２９年度役員選考について

○平成２８年度総会提出議案について

・平成２７年度事業報告、収支決算について

・平成２８，２９年度の役員改選について

・平成２８年度事業計画案と収支予算（案）について

・平成２８年度県公連派遣役員について

・平成２８年度各種団体の役員等の就任について、他

２８年度公民館長会議 ・退職館長感謝状贈呈、新任館長辞令交付等

２８年度市公連総会 ・上記の第１回理事会の審議事項　　

5月11日 水 視聴覚課題写真展 市役所２Ｆ市民ホール ・写真展「新幹線開業後の金沢」（～５月２５日）

・平成２７年度事業報告、決算について

・石川県公民館連合会　役員選任について

・「石川県公民館優良館長表彰規程」の制定及び

　「石川県公民館優良職員表彰規程」等の

　一部改正について

・平成２８年度事業計画、予算（案）について

5月24日 火 新任館長研修会 市庁舎南分室 ・生涯学習課、市公連からの説明

5月25日 水 視聴覚課題写真表彰式 市庁舎南分室 ・課題写真展撤収後に表彰式

・平成２７年度事業報告、決算報告について

・平成２８，２９年度役員改選について

・平成２８年度事業計画、予算（案）について

・平成２７年度事業報告、決算報告について

・平成２８年度事業計画、予算（案）について

第１回正副会長会 ・第２回理事会議題について

・県社会教育功労者表彰推薦者について

・全公連永年勤続職員表彰候補者について

・県優良公民館表彰について

・公民館職員雇用条件等検討プロジェクト

　チームの設置について

・平成２８年度館長県外研修について

・金沢マラソンの市公連としての対応について、ほか

町連、婦人会３団体懇談会 ニューグランドホテル ・３団体の意見交換

木 館長県外研修(～２４日） 甲府市
・甲府市生涯学習ビジョン
・まなび奨励ポイント制度について（５７名参加）

県青少年センター

5月30日 金 視聴覚広報委員会総会
近江町交流
プラザ

6月23日

第２回理事会6月10日 金

5月19日 木 県公連総会

5月31日 月 文化部協議会総会
近江町交流
プラザ

市庁舎南分室

4月14日 木
第１回理事会 市庁舎南分室

4月25日 月 市議会全員協議会室

平成２８年度 事業報告 
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7月3日 日 第２６回視聴覚広報委員会研修会 永平寺・九頭竜湖 ・永平寺・九頭竜湖の旅撮影会(４１名参加）

第２回正副会長会 ・第３回理事会の議題について

・平成２８年度県公連優良役職員・永年勤続表彰について

・第６８回石川県公民館大会の開催について

・第３８回全国公民館研究集会・第５３回東海

北陸公民館大会について

・公職連との合同懇談会の議題について

7月11日 火 公民館職員連絡協議会懇談会 市庁舎南分室 ・平成２８年度要望事項について

・平成２８年度事業計画について

・今後の理事会のあり方について協議

9月9日 金 文化部協議会研修会 安江金箔工芸館 ・夜のミュージアムツアー、６名参加

9月13日 火 第２６回視聴覚研修会写真審査会 市庁舎南分室 ・「永平寺・九頭竜湖の旅」入賞９点、入選２０点

9月16日 金 第２６回研修会写真展 市庁舎２階市民ホール ・「永平寺・九頭竜湖の旅」～３０日

・第４回理事会の提案議題について

・高岡市公民館フェスタ出演について他

・市社会教育功労者表彰推薦について

・第５４回公民館大会・フェア実行委員会委員について

・平成２８年度市公連優良役職員表彰・永年勤続

　役職員表彰候補者の推薦について

・平成２９年度館長県外研修（台南）について他

第１回公民館フェア実行委員会 ・各部会の設置と事業について

第２６回研修会写真展表彰式 市庁舎南分室 ・展示会の撤収と表彰式

文化部協議会研修会 金沢蓄音器館 ・朗読「ハードボイルドな夜」、７名参加

10月6日 木 第６８回石川県公民館大会 能美市 ・１３０名参加（館長、主事、被表彰者他）

10月7日 金 文化部協議会研修会 徳田秋声記念館 ・新内流し、１１名参加

10月14日 金 文化部協議会研修会 金沢蓄音器館 ・モーツアルトのすべて（１４）、１０名参加

木 第３８回全国公民館研究集会
 ・８４名参加(館長、被表彰者他）

金 第５３回東海北陸公民館大会 ・館長県内研修と兼ねる

10月23日 日 金沢マラソン２０１６ 金沢市内 ・応援スポットでの応援を町連、婦人会で連携

11月3日 木 文化部協議会文化祭視察 長土塀、森本、森山 ・１５名参加

11月10日 木 石川県社会教育功労者表彰 県庁舎 新竪町公民館　越智　理　前館長

11月13日 日 駅周辺一斉クリーンデー 駅周辺 ・会長出席

11月15日 火 館長主事合同研修会 教育プラザ富樫 ・公民館とＥＳＤ、障害者差別解消法について

11月18日 金 金沢市校下婦人会研究大会 女性センター ・会長ほか館長出席

11月20日 日 文化部協議会研修会 寺町界隈 ・芭蕉ゆかりの地を訪ねて－金沢－（２６名参加）

・第５回理事会の議題について

・公民館大会における表彰記念品について

・金沢市市民スポーツ会議委員の選出について、他

・第５４回東海北陸公民館大会の役割分担について

第５４回東海北陸公民館大会


第１回実行委員会

・公民館職員の処遇調査集計結果について

市庁舎南分室9月28日 水

11月29日 火

第４回正副会長会 市庁舎南分室

１０月２０・２１日 高山市

7月7日

第１回公民館職員雇用
条件等検討プロジェクト

7月27日 水 市庁舎南分室 ・検討すべき課題の整理

7月26日 火 第１回文化部協議会理事会 市庁舎南分室

市庁舎南分室木

第２回公民館職員雇用
条件等検討プロジェクト

市庁舎南分室

第３回理事会

金9月30日

9月26日 月 第３回正副会長会

第４回理事会

・運営組織等について地場産センター
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・被表彰者　北橋味噌蔵町公民館長、関戸田上公民館長

　　　　　　　畑下新神田公民館長、山谷額公民館長

・公民館職員雇用条件検討結果について

・平成２９年度金沢市予算編成に関する要望書について

・平成２８年度市公連優良職員及び永年勤続表彰者数について

・平成２９年度館長県外研修の参加者について、他

第５回正副会長会 市庁舎南分室 ・平成２９年度金沢市予算編成に関する要望書の確認

・金沢マラソンおよび金沢ウオークについて

・公民館避難所の整備ついて

・職員の待遇の改善について

・地区公民館の運営等について

12月21日 水 グッドマナークリスマスキャンペーン 片町きらら広場 ・会長、長町公民館出席

平成２９年

1月4日 水 市役所新年挨拶まわり 市庁舎 ・会長、副会長、事務局

第６回正副会長 市庁舎南分室 ・第６回理事会の議題について

・馬場、諸江、戸板、湯涌、伏見台公民館の５館

を表彰決定

第２回公民館フェア実行委員会 市庁舎南分室 ・各部会からの報告等、大会の確認事項について

・平成２９年度各公民館の負担金について

・平成２９年度事業計画（案）について

・平成２９年度海外研修について

・その他

館長懇談会 つば甚

2月5日 日 高岡市公民館フェスタ 高岡市 ・伏見台公民館「富樫しんこう踊り」出演

2月9日 木 県市町公民館長研修会 地場産業振興センター ・５２名出席

2月12日 日 グッドマナー市民大会 市文化ホール ・会長出席

・式典、表彰式

　市長優良表彰　７名、市長永年勤続役職員　３名

　市公連功労者３名、優良役職員　２１名

　市公連永年勤続　　　２８６名

・第１０回館報表彰式　５館表彰

・活動発表館：新竪町、湯涌公民館

視聴覚第３２回課題写真審査会 ・「橋のある風景　金沢」入賞７点、入選１０点

・第３回視聴覚広報活動奨励者の被表彰者について

・２８年度事業と決算見込みについて

・２９年度事業計画について

第５４回東海北陸公民館大会


第２回実行委員会

視聴覚広報研修会 ・講師：久保　政信氏（おもいでビデオ工房代表）

視聴覚教材作品発表会 ・発表館：城南公民館、大徳公民館

視聴覚広報活動奨励者表彰式 ・被表彰者４名

3月12日 日 まちなかクリーンアップ清掃 ひがし茶屋街 ・材木、味噌蔵町、馬場公民館参加

・平成２８年度事業及び決算見込み

・平成２９年度総会について

・平成２９年度事業計画及び収支予算（案）について他

第３回公民館フェア実行委員会 市庁舎南分室 ・公民館大会決算報告と反省会

第３回公民館職員雇用
条件等検討プロジェクト

12月7日 水 市庁舎南分室

・公民館職員処遇見直し案の策定

1月13日 金

第１０回地区公民館
館報審査会

市庁舎南分室

第６回理事会

第５回理事会

金沢市役所
12月16日 金

視聴覚広報委員会
第１回理事会

2月19日 日
第５４回金沢市公民館
大会・公民館フェア

“楽集”
市文化ホール

12月2日 金
金沢市社会教育功労者

表彰式
市議会

全員協議会室

金沢市へ要望書の提出

3月11日 土
教育プラザ
富樫

3月21日 火
第７回理事会 市庁舎南分室

3月1日 水 地場産業振興センター 大会運営における役務・役割分担等について

市庁舎南分室

2月27日 月 市庁舎南分室


