
平成 24 年度 第 1 回 全国建具組合連合会青年部 理事会 

            議事録 

 

日 時：平成 24 年 5 月 12 日（土）      11：00～14：50  

    平成 24 年 5 月 13 日（日）    9：00～12：00   

 

場所：1日目 アイカ工業          名古屋市千種区末盛通 2丁目 1    TEL  052-757-1056 

2 日目 愛知県建具協同組合  名古屋市中川区尾頭橋 4 丁目 13-6 TEL 052-331-2837 

  

出席理事：河島会長・川口副会長・村本会計・大森理事・矢澤理事・松森理事・ 

佐田理事・青木理事・沢辺理事・河田理事・増田理事       11 名 

欠席理事：                                            0 名 

                                       

1. 会長挨拶                                            

年度も変わり、２年目に入りました。各々、１年目に計画した事業を実行していきたい。各ブロ

ック、各県の意見を吸い上げていきたい。全国大会に向け全員で協力しながら乗り越えていきた

い。                                                

                                                  

2. 福岡大会現況報告 （村本理事）                              

◇デザインコンテスト報告 粗品、備品、賞状について                      

・粗品⇒実行委員会にて検討 

・ハーフサイズの建具製作⇒松森理事にて対応（サイズ 900×450、補助 3万円あり） 

 

◇青年部ブース及パネル                                    

・青年部ブースが端に追いやられているため、改善要望出す 

・パネル作成⇒矢澤理事 

・パネル紹介、各県への依頼⇒沢辺理事 

 

◇総会レイアウト                                       

・会場が広いため、オブザーバー何人でも入れる 

・レイアウト⇒松森理事が作成し、村本理事に送信 

 

◇懇親会 レイアウト・来賓                                   

・懇親会レイアウト⇒座敷、テーブルにて決定   

 

 

3. 幹事会資料確認                                   



◇新理事候補選出について 

・基本各ブロック 2名出向だが、九州ブロックに関しては 1名出向の方向で検討 

 

◇企画運営委員会                                   

・よい戸の日報告⇒沢辺理事                                     

・スパイダーネットワークス説明⇒大森委員長                               

・青年部ブースプロフィール説明⇒増田理事                            

・名刺販売⇒佐田理事 

・マイスター⇒矢澤理事 

5/13(日) 2 日目 

                                          

7.総会資料現況報告 （青木理事）                            

  印刷業者、配送確認(河島会長)  ・5/20 提出→5/25 印刷会社に送信               

  式次第作成確認        ・マイスターと良い戸の日は来年以降記載  

・ 組織図をスリムにする                     

  備品(腕章等)確認  ・青年部旗にアイロンがけをする                      

                                          

                                               

8.金物マイスター現況報告 （矢澤理事）                             

  ・横浜(5 人以下の場合)と静岡のスガツネ展示会場での企画中止                 

  ・マイスター担当に沢辺理事と増田理事                      

  ・マニュアルを製作する (案内は 2ヵ月前送付・イベント保険・費用の件 等)          

  ・                                        

9.各委員会報告 （大森委員長振り分け）                             

 ＨＰ ・文字化けを起こしている→河田理事が訂正してＵＰ              

    ・福岡での理事会 議事録を探してください 

    ・各支部の報告が古い順になっているので新しい順に変更する                

 名刺 ・販売価格 山口印刷価格の 25％(100 円単位繰り上げ)+消費税         

    ・印刷会社に価格交渉→増田理事                             

 ４１０の日 ・昨年よりも順調                                 

                                               

                                             

                                            

10.その他                                        

   ・ＩＳ担当→佐田理事                                   

   ・9 月 新潟理事会にアイサポートに参加してもらう                     

第二回 ７月５日福岡理事会 11：00 集合 現地                          

 

来年度スケジュール                                      



       第1回理事会、幹事会  5月 12、13日  愛知県（ 名古屋 )                

       第2回理事会、総会   7月 5日～6日  福岡                        

       第3回理事会      9月 8、9日  新潟                         

       第4回理事会      10月19、20、21日  大阪                   

       第5回理事会、合同会議 1月  日  熱海                    

       第6回理事会      3月  日 （鳥取）？                   

       中央研修会       10 月 19、20、21 日 大阪                     

       臨時総会        10 月 20 日 大阪                  

                                             

平成 24 年度 全国建具組合連合会 年間スケジュール一覧表 

４月 

 3/20   平成 24 年度会員調査依頼文送付・HP名簿確認も同時に行う               

 3/20   スパイダーネットワークス協力依頼文発送                 

 3/20   よい戸の日活動報告依文送付                        

 4/10   平成 24 年度第１回全国建具組合連合会青年部理事・幹事会案内送付     

 4/15   福岡大会インフォメーション発送                      

 4/30   平成 24 年度第１回全国建具組合連合会青年部理事・幹事会締め切り     

５月 

 5/8    会員調査返信期日                             

 5/10 頃  よい戸の日活動報告まとめ・ＨＰ上にＵＰする                

 5/12～13 平成 24 年度第１回全国建具組合連合会青年部理事・幹事会         

 5/17   総会資料印刷作業開始                          

 5/20   新年度名簿 UP                               

 5/20   福岡全国大会青年部申し込み締め切り                    

  5/30   福岡全国大会最終確認                           

7 月 

 7/5    平成 24 年度第 2回全国建具組合連合会青年部理事             

 7/5～8   福岡全国大会開催                             

 7/5       第 37 回青年部総会                           

 7/5    第 32 回中央研修会広報活動                         

９月 

 9/8    平成 24 年度第 3回青年部理事会                      

 9/1 頃  第 32 回中央研修会案内送付                       

 9/1   平成 24 年度臨時総会案内送付                          

１０月 

 10/1 頃   第 32 回中央研修会申込み締め切り                       

 10/1   平成 24 年度臨時総会締め切り                            

 10/19～10/21  第 32 回中央研修会 (主催：近畿ﾌﾞﾛｯｸ 大阪)            

 10/20   平成 24 年度臨時総会                           



 10/19   平成 24 年度第４回青年部理事会 （大阪）                   

 

１２月 

 12/15 頃  平成 24 年度第 5回全国建具組合連合会青年部理事会(熱海)案内送付       

平成２５年１月 

 1/15   平成 24 年度第 5回全国建具組合連合会青年部理事 (熱海)             

２月 

 2/初頃   平成 24 年度第 6回全国建具組合連合会青年部理事会(鳥取)案内送付       

３月 

 3/？    平成 24 年度第 6回全国建具組合連合会青年部理事 (鳥取)           

           

 

 

 


