
議案第１号

年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

平成２９年

4月12日 水 会計監査 市庁舎南分室 ・平成２８年度会計監査

○平成２９年度総会提出議案について

・平成２８年度事業報告、収支決算について

・平成２９年度の役員の一部改選について

・平成２９年度事業計画案と収支予算（案）について

・金沢市公民館連合会会則の一部改正について、他

・公民館職員(事務員）雇用条件検討プロジェクト会議報告、他

・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館大会について

２９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

・上記の第１回理事会の審議事項　　

・「現在の台湾情勢」の演題で酒井准教授の講演

・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館大会について

・石川県公民館大会の開催地について

・７５回目を迎える八田技師の墓前祭に参列し、

　郷土が生んだ偉人　八田與一氏の偉業を偲ぶ

・故宮博物院などの視察を通して台湾文化に触れる

5月15日 月 市公連事務局移転 玉川こども図書館 ・南分室改築のため金沢市玉川町２番２号へ移転

・平成２８年度事業報告、決算について

・石川県公民館連合会　役員補選について

・平成２９年度事業計画、予算（案）について

・平成２８年度事業報告、決算報告について

・平成２９年度事業計画、予算（案）について

・視聴覚教材作品最優秀賞「回想　金石電車」（大徳公民館）上映

第５４回東海北陸公民館大会 ・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館大会

分科会打合会  の第３分科会を担当する５館の館長・主事による打合せ

6月12日 月 視聴覚課題写真表彰式 玉川こども図書館 ・課題写真展「橋のある風景　金沢」撤収後に表彰式

第２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被表彰の決定について

・石川県優良公民館表彰について

・県公連館長表彰・優良職員表彰・永年勤続職員表彰の推薦について

・第３９回全国・第５４回東海北陸公民館大会の運営分担等について

・地域と学校の連携・協働の実践事例集に係る事例の調査について

6月19日 月 新任館長研修会 玉川こども図書館 ・生涯学習課、市公連からの説明

・平成２８年度事業報告、決算報告について

・平成２９年度、３０年度役員改選について

・平成２９年度事業計画、予算（案）について

・視聴覚教材作品優秀賞「地域を歩く」（城南公民館）上映

第２回理事会
水 玉川こども図書館

金

水 市庁舎南分室

4月24日 月
２９年度市公連総会

市議会全員協議会室

地場産業振興センター
第１回石川県

市町公民館事務担当者会議

4月19日

台湾・台南市館長海外研修（～９日）

玉川こども図書館

5月6日 土

第１回正副会長会
第１回理事会

5月18日 木 県公連総会

4月28日

県青少年センター

6月1日 木 視聴覚広報委員会総会
近江町交流

プラザ

6月9日 金

6月14日

6月26日 月 文化部協議会総会
近江町交流

プラザ

平成２９年度 事業報告 



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

・奥の細道むすびの地”大垣”を視聴覚広報委員会

　と文化部協議会が合同で訪問。それぞれ写真取材と

　今後の俳句への取り組みに当たり知見を深めた。

第５４回東海北陸公民館大会 ・分科会司会者、発表者の決定について

第３回実行委員会 ・大会運営分担・スタッフの決定について

・第３９回全国・第５４回東海北陸公民館大会について

・公職連の要望及び意見への回答(案）について

・福井国体事務局からの依頼事項について

・かなざわブックバンクモデル事業について

7月10日 月 公職連との懇談会 玉川こども図書館 ・平成２９年度要望事項について

7月19日 水 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

8月25日 金 文化部協議会研修会 金沢文芸館 ・ナイトミュージアム研修会（金沢の三文豪）、７名参加

8月30日 水 第２７回視聴覚研修会写真審査会 玉川こども図書館 ・「奥の細道むすびの地”大垣”」入賞９点、入選１６点

9月8日 金 文化部協議会研修会 金沢２１世紀美術館 ・ナイトミュージアム研修会（さわひらきトーク）、４名参加

東茶屋街周辺ポイ捨て等防止

重点区域拡大キャンペーン

9月15日 金 文化部協議会研修会 中村記念美術館 ・ナイトミュージアム研修会（ギター＆フルート）、６名参加

・第４回理事会提案議題について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・平成３０年県外研修取扱旅行会社について

・館長・主事合同研修について

第５４回東海北陸公民館大会 ・大会準備状況の最終報告について

第４回実行委員会 ・大会役員・スタッフ用「運営のしおり」配布について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・第５５回公民館大会・フェア実行委員会委員について

・平成２９年度市公連優良役職員表彰及び

　永年勤続役職員表彰候補者の推薦について

・平成３０年度館長県外研修等について

・館長・主事合同研修会の開催について

・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館大会について

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

10月2日 月 第２７回研修会写真展表彰式 玉川こども図書館 ・写真展の撤収と表彰式

10月13日 金 秋の全市一斉美化清掃 近江町いちば館前等 ・会長、松ヶ枝公民館、市公連事務局参加

木 第３９回全国公民館研究集会
 ・東海北陸地区を中心に１３００名余の公民館関係者が参加

金 第５４回東海北陸公民館大会 ・新たな試みとして市内５公民館を会場とする分科会を開催

10月29日 日 金沢マラソン２０１７ 金沢市内 ・応援スポット等での応援

文化部協議会文化祭視察 千坂、松寺、材木 ・２０名参加

グッドマナー市民大会 市文化ホール ・会長、事務局長出席

・平成３０年度館長研修等の業者選定について

・平成３０年度金沢市予算編成に関する要望書について

・館長・主事合同研修会について

11月13日 月 石川県社会教育功労者表彰 県庁舎 ・県社会教育功労者　田上公民館長　関戸正彦

・「改正個人情報保護法の基本」についての講演

・全国・東海北陸・石川大会の反省会

11月18日 土 金沢市校下婦人会研究大会 女性センター ・会長ほか公民館長多数出席

11月25日 土 金沢駅周辺おもてなしキャンペーン 金沢駅周辺 ・会長、芳斉、此花町公民館参加

玉川こども図書館

玉川こども図書館

9月27日 水

9月21日

第４回理事会

7月6日 木 地場産業振興センター

9月26日 火

ひがし防災広場9月10日

地場産業振興センター

11月8日 水 第４回正副会長会

館長・主事合同研修会
ANAクラウン
プラザホテル

玉川こども図書館

金沢歌劇座

・会長、馬場、材木公民館参加

木 第３回正副会長会 玉川こども図書館

日

大垣市

7月7日 金 第３回理事会

7月2日 日

11月5日

１０月１９・２０日

11月17日

視聴覚広報委員会
文化部協議会
合同研修会

日

金



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

・被表彰者　瀬町城南公民館長、髙木薬師谷公民館長

高柳富樫公民館総務管理副部長、松本諸江公民館長

・平成３０年度金沢市予算編成に関する要望書について

・市公連優良役職員表彰・永年勤続者被表彰者数について

・市公連表彰受賞代表者および代表謝辞者について

・平成３０年度館長県外研修の日程等について

第５回正副会長会 ・平成３０年金沢市予算編成に関する要望書の確認

・金沢市のスポーツイベントについて

・公民館避難所の整備について

・職員の待遇の改善について

・地区公民館の運営について

・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸

　公民館大会(石川大会）決算見込みについて

・石川県公民館連合会会則の改正(案）について

・平成３０年度県公連分担金の改定(案）について

平成３０年

1月4日 木 市役所新年挨拶まわり 市庁舎 ・正副会長

第６回正副会長 ・第６回理事会の議題について

・野町、瓢箪町、三馬、鞍月、米泉公民館の５館

　を表彰決定

第２回公民館フェア実行委員会 ・各部会からの報告等、大会の確認事項について

・平成３０年度各公民館の負担金について

・平成３０年度事業計画（案）について

・平成３０年度「市町生涯学習担当者基礎研修」実践発表について

・金沢ウオークの開催日について

館長懇談会 つば甚

2月3日 土 第１４回高岡市公民館フェスタ ウイング・ウイング高岡 ・会長、事務局長　式典出席

・式典、表彰式

　市長優良表彰　７名、市永年勤続役職員　４名

　市公連優良役職員　２１名

　市公連永年勤続　　　３１１名

　第１１回館報表彰式　５館表彰

・活動発表館：此花町公民館、森本公民館

・芸能フェスティバルの開催（高岡市からも参加）

・大会の事業概要報告について

・大会の収支決算報告について

(兼）第３回市町公民館事務担当者会議

3月1日 木 外国人対応もてなし力向上セミナー ニューグランドホテル ・公民館関係者多数出席

・２９年度事業と決算見込みについて

・３０年度事業計画について

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：崎浦公民館、大徳公民館

・平成２９年度事業報告及び決算見込み

・平成３０年度総会について

・平成３０年度事業計画及び収支予算（案）について他

・第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館大会について

第３回公民館フェア実行委員会 玉川こども図書館 ・公民館大会決算報告と反省会

松ヶ枝福祉館

市議会
全員協議会室

12月15日

玉川こども図書館

金
金沢市へ要望書の提出

玉川こども図書館

3月20日 火

土

12月1日 金
金沢市社会教育功労者

表彰式

3月10日

第７回理事会

2月28日 水 ホテル金沢

玉川こども図書館

日2月18日

12月20日

第１１回地区公民館
館報審査会

第６回理事会

12月8日 金 第５回理事会

1月19日 金

水
第２回石川県

市町公民館事務担当者会議
地場産業振興センター

視聴覚広報委員会
第１回理事会

第５５回金沢市公民館
大会・公民館フェア

“楽集”
金沢歌劇座

第５４回東海北陸公民館大会

　第５回実行委員会

市庁舎


