
1 代表あいさつ

2 来賓あいさつ

静岡市立中央図書館館長　市川　智章　様

3 議長選出

4 議事

・ 第1号議案 2018年度事業報告

・ 第2号議案 2018年度会計及びしずとも基金決算報告

・ 第3号議案 2018年度会計監査報告

・ 第4号議案 2019年度事業計画

・ 第5号議案 2019年度予算

・ 第6号議案 役員改選

5 その他

２０１９年

第11回　静岡図書館友の会総会　次第



　　　第１号議案

日付 事業内容 参加人数

3/4 （1）第10回総会・講演会

　　総　 会 45人

　　講演会　　鈴木重子氏　「言葉、声、身体を開く」～身体性のある言葉を伝える～ 162人

（２）新たな静岡県立図書館を望む会との活動

・新たな県立図書館を考える講演会(静岡県図書館交流会実行委員会と共催）

2/4 　第1回　「新しい図書館ができるまで」 70人

　　　　　　～施設計画の視点から～　建築家　寺田芳郎氏

5/20 　第2回　「地域づくり、人づくりと図書館の役割 58人

　　　　　　　　　　　　　　元鳥取県教育長　中永廣樹氏

9/29 　第3回　「真のにぎわいを生む北欧の公共図書館」 47人

　　　　　　　　　　　　　　筑波大学教授　吉田右子氏

9/11 ・川勝平太県知事及び渥美泰平県議会議長あて『要望書』提出

　　内容：「県教育委員会による直営体制の維持」及び「資料費増額と専門職員の増員」

11/29 ・要望書について木苗直秀教育長と5人が面談　

12/16～1/15 ・基本計画案について県社会教育課パブリックコメント募集への参加呼びかけ

8/19 （１）図書館セミナー　～静岡市立中央図書館にて

静岡生まれの絵本『教室はまちがうところだ』の世界　　静岡市立中央図書館との共催　

　　午前の部　長谷川知子氏による子ども向けワークショップ　 26家族

　　　　　　　　　　作って遊ぼう！“走らせマシーン”

　　午後の部 70人

　　　　第一部　　知ろう！語ろう！『教室はまちがうところだ』の原点

　　　　　　　　　　蒔田先生 ご家族、教え子、詩を活用する教師等7人のパネラーが登壇

　　　　第二部　　講演「わたしと絵本」

　　　　　　　　　　　『教室はまちがうところだ』の絵本作家　長谷川知子氏

10/29 （２）静岡市都市計画課による出前講座　～アイセル２１会議室にて 11人

　　　「コンパクトシティ構想」について学ぶ

（１）会報の発行　19号（4月）、20号(9月）

（２）ホームページ随時更新

（３）市立図書館の「雑誌スポンサー制度」の呼びかけに協力

（１）図書館充実支援のための働きかけ

・図書館協議会委員他関係者への資料提供。

・静岡市図書館協議会、県・市議会傍聴（７，９，１０，１２月）

（２）しずとも基金より市立図書館への図書寄贈（４９６，５８４円）

10/21 （３）しずとしょフェスタ「図書館と公園」ふたつ楽しむ日曜日　　静岡市立中央図書館との共催　 延べ４４４人

　おはなし会、移動図書館者展示、手回しオルガン、クラウンと遊ぼう、対面朗読、

　録音図書づくり体験、フィルムコートかけ体験、図書館ツアー、お茶講座・試飲会

（４）「図書館友の会全国連合会」等全国組織と県内図書館友の会との連携

（5） ブックリサイクル、古本市への協力
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　　　第２・３号議案

　　　　　　　　自　2018年　１月  １日
　　　　　　　　至　2018年１２月３１日

収　入 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 増　減 摘　　　　　要

１、前期繰越金 32,795 32,795 0

2、会費 270,000 265,080 △ 4,920 会費265口

３、寄付金 50,000 30,000 △ 20,000

４、雑収入 10,000 45,000 35,000 講演会一般参加費

　　　合　　計 362,795 372,875 10,080

支　出 （単位：円）

科　目 予算額 決算額 増　減 摘　　　　　要

１、講演・セミナー費 180,000 198,877 18,877 講師謝金、会場費等

２、会議費 3,000 0 △ 3,000

３、印刷費 50,000 47,835 △ 2,165 会報・ちらし等印刷

４、郵送・通信費 110,000 81,339 △ 28,661 メール便、携帯代等

５、消耗品費 3,000 3,137 137 宛名ラベル

６、渉外費 5,000 5,080 80 外部団体会費

７、雑費 11,795 602 △ 11,193 振込票印字代

８、次期繰越金 0 36,005 36,005

合　　計 362,795 372,875 10,080

上記の通り報告いたします

会　計　　清　尚子

監査の結果、上記の通り相違ありません

　　　　　　　　　

会計監事　　中村 脩一郎

会計監事　　増田　保子

2019年1月31日

2018年度会計決算報告　（案）
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第２・３号議案

自　2018年　１月　１日
至　2018年１２月３１日

収　入 （単位：円）

科　目 金　額

1、寄付金 464,000

2、利息 9

3、前期繰越金 670,788

合　　計 1,134,797

支　出 （単位：円）

科　目 金　額

1、書籍等購入費 565,548

2、振込料 1,728

3、次期繰越金 567,521

合　　計 1,134,797

上記の通り報告いたします
    会  計     稲垣　洋子

監査の結果、上記の通り相違ありません

2019年1月31日

    会計監事     中村脩一郎

    会計監事 　　増田 保子

　 2010～2018年度の寄付総額　　　　　　　　　　 5,161,024 円

　　書籍　　　　　　　　　　　709冊 4,744,202 円
　　書庫　　　　　　　　　　　　 1台　　　　　　　　　　　　　　　 67,200 円
　　図書館宣言等ポスター一式 142,730 円
　　雑誌スポンサー 206,892 円

≪うち当年度（2018年度）分≫ 565,548 円
　　書籍　137冊 496,584 円
　　雑誌スポンサー
　　　　「こどものとも」8館分　8冊×1年　　　　　　　　　　　　　 40,320 円
　　　　「みんなの図書館」3館　2冊×1年分　　　　　　　　　　 19,440 円
    　　「こどもとしょかん」3館　年間4冊×1年分　　　　　　　　 9,204 円

2018年度しずとも基金　　会計決算報告（案）
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　　　第４号議案

実施時期

（１） 第11回総会・講演会（椎名誠氏） 3月9日

（２） 会員との交流・親睦会 9月頃まで

（３） 新たな静岡県立図書館を望む会の活動 未　定

（１） 図書館セミナー　１ 未　定

　図書館見学会（県内大学図書館など）

（２） 図書館セミナー　２ 11月頃

　市政出前講座（静岡市をもっと知ろう）

（１） 静岡市長選立候補者へ公開質問状を提出、回答を公開 3月

（２） 会報発行（4月は創立１０周年記念号） 4月・9月

（３） ホームページの更新 随　時

（４） 市立図書館の「雑誌スポンサー制度」の呼びかけに協力

（１） 図書館充実支援のための働きかけ

（２） 静岡市立図書館への図書の寄贈

（３） 静岡市立図書館と「しずとしょフェスタ」等の協力

（４） 会員活動への支援・協力

（５） 「新たな静岡県立図書館を望む会」等、他の図書館関連団体との協力

（６） 文化活動への協力

（７） 市民団体活動への協力・支援・後援

（８） ブックリサイクル、古本市への協力

２０１９年度　事業計画（案）
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　　　第５号議案

　　　　　　　　自　2019年 1月 1日
　　　　　　　　至　2019年12月31日

収　入 （単位：円）

科　目 予算額 摘　　　　　要

1、前期繰越金 36,005

2、会費 270,000 会費270口

3、寄付金 30,000

4、雑収入 50,000 講演会参加費等

　　　合　　計 386,005

支　出 （単位：円）

科　目 予算額 摘　　　　　要

1、講演・セミナー費 200,000 講師謝金、会場費等

2、会議費 3,000 運営会議会場費

3、印刷費 50,000 会報、ちらし等印刷

4、郵送・通信費 90,000 メール便、携帯代等

5、消耗品費 3,000 宛名ラベル、文房具等

6、渉外費 5,000 外部団体会費

7、雑費 35,005

合　　計 386,005

各科目間の流用を認める

　　　　　　　　　

2019年度　事業予算（案）
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　　　第６号議案

代　　 表 田中　文雄

副 代 表 髙橋　醇子

山田　倢司

会     計 稲垣　洋子

清　尚子

運営委員 浅井　康子

太田　典子

草谷　桂子

佐久間　美紀子

仲本　由加

法蘓　浩道

山下　多津美

顧     問 恩田　征弥

杉山　佳代子

林　のぶ

平野　雅彦

満井　義政

村松　泉

監     事 市川　博章

増田　保子

２０１９年度静岡図書館友の会・役員（案）
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1 　本会は「静岡図書館友の会」と称する。

2 　本会は、図書館が市民および地域社会の自立と成長に欠かせない機関であると考え、

そうした図書館の友となってより良い図書館づくりのために活動する。

3 　本会の会員は、会の目的に賛同する個人とする。

4 　本会は次の会議を開催する。

（１） 総会　　毎年1回開催し、役員の選出、活動報告、決算報告、活動計画、予算審議など

を行う。

（２） 運営会議　　原則として、毎月1回開催し、本会の企画・運営などを行う。運営会議は、

代表、副代表、会計、及び運営委員とし、必要に応じて参加者を募る。

5 　本会の目的を達成するために次の事業を行う。

（１） 図書館をよく知り、理解を広め、深める活動

（２） 図書館を充実させるための図書館への協力

（３） 図書館活動への市民参加の推進

（４） 図書館職員との交流・協力

（５） 他の市民団体との交流・協力

（６） 会員相互の情報提供・情報交換

（７） その他、本会の目的を達成するための事業

6 　本会には、以下の役員を置く。役員は運営会議で選出し総会で承認する。任期は2年

とし、再選を妨げない。

（１） 代表 1名

（２） 副代表 2名

（３） 会計 2名

（４） 運営委員

（５） 顧問 若干名

（６） 監事 2名

7 　会費は年額1口1,000円で、1人１口以上とする。会計年度は1月から１２月とする。

8

9

10

（１） 　本会則は２００８年9月6日の設立総会に於いて出席者の過半数の賛同をもって決定し、

施行する。但し、発足時の役員任期は２０１０年12月31日までとする。

（２） 　2010年1月17日総会に於いて会計1名を2名とする。

役　員

会　費

　本会則の改正は総会に於いて出席者の過半数の賛同をもって行う。

　本会の事務局は代表宅に置く。

付　則

事　業

静岡図書館友の会・会則

名　称

目　的

会　議

会　員
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