
平成 24 年度 第 5 回 全国建具組合連合会青年部 理事会 

青年部 会長 河島 隆志 

司会 増田 裕司 

書記 青木 敏浩 

建具報 矢澤 幸久 

次第 

○ 日時 平成 25 年 1 月 17 日(木) 12：00～17：30 全国建具青年部理事会 

               13：00～14：30 青年部・よい戸会合同会議 

               18：30～      新年会(青年部・よい戸会合同) 

   平成 25 年 1 月 18 日(金) 8：00～     水葉亭へ移動・打合せ 

               9：30～11：00  合同理事会 

               11：00～15：00   全国建具青年部理事会 

 

○ 場所 17 日(木) 理事会・合同会議・新年会会場 熱海温泉 みかんの木 

                  http://www.mikannoki.co.jp/ 

                                    （住所）熱海市東海岸町 1-11 0557-81-1533 

   18 日(金) 合同会議・理事会会場 熱海 水葉亭 

 

○ 出席者：河島会長・川口副会長・大森委員長・村本会計 

    青木理事・松森理事・沢辺理事・矢澤理事         8 名 

 

    良い戸会：糸川会長・二村副会長             2 名 

    鳥取県青年部：池内部長                 1 名 

 

1. 開会宣言(増田理事) 

2. 資料確認(増田理事) 

3. 議事録作成及び、建具報記事作成者の指名(増田理事) 

4. 会長挨拶(河島会長) 

5. 第 4 回理事会議事録確認(増田理事) 

6. よい戸会合同会議について・マイスターについて（川口副会長） 

7. 鳥取大会打合せ・第 6 回理事会について(増田理事・池内部長) 

8. 各委員会報告(各担当者) 

9. 来年度活動予定(大森理事・青木理事) 

10. 合同会議報告事項の決定(増田理事) 



11. 来年度中央研修会報告(河島会長) 

12. 18 日合同理事会での質疑 摺り合わせ(増田理事) 

13. 来年度スケジュールについて(増田理事) 

14. その他(増田理事) 

15. 閉会宣言(増田理事) 

 

 

４．会長挨拶 

会長、雪のため飛行機が飛ばず遅れております。 

 

5．第 4 回議事録確認 

 

6.よい戸会合同会議について マイスター制度について 

・合同会議の主旨説明 

・マイスターの目的・現状・今後 

・よい戸会との協力体制の方向性 

13：00 より よい戸会との合同会議 

7．鳥取大会打合せ・6 回理事会について 

 ・鳥取大会日時：６月２０日～２３日 

 ・鳥取大会会場：鳥取県立産業体育館 

 ・青年部総会日時：６月２０日(木)１５～１７時 

 ・青年部総会会場：ホテルモナーク鳥取 

  (収容人数・備品の確認) 

 ・懇親会会場： 

  (収容人数・移動手段 確認) 

 ・青年部ブース 場所 

         内容 

         デザインコンテスト 

         アンケート 

 ・6 回理事会(会場下見) 

   日時：３月１６日(土) 

   理事会会場：鳥取県産業体育館の会議室 

 

 

 



 ・8.各委員会報告 

  ：名刺販売(佐田理事) 

平成２４年１月～平成２４年１２月の期間で１８件の受注。 

前年対比２件減 

 

  ：ＨＰ(河田理事) 

   ・ＩＳの件 

   ・更新状況 

   ・その他 

 

  ：スパイダーネットワークス（大森委員長） 

   ・登録者人数 59 名 

 

  ：よい戸の日報告(沢辺理事) 

   ・報告 

 

 ・9.来年度活動予定 

  ・次年度活動内容発表 

   （新規活動・活動企画見直し 等） 

新規活動については IS を企画中。まず現在行っている企画を組合員に周知することにより、 

各支部の活動を活性化させる。 

 

  次期体制(担当発表) 

  ・名刺販売：担当 佐田 

   （種類・価格 等） 

 

  ・ＨＰ(ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ)：担当 河田 

  （HP の変更・更新のマニュアル(議事録・よい戸の日報告・連絡事項)・ＩＳ・ＦＢ 等） 

 

  ・よい戸の日：担当 松森 

   （目的の意思統一・内容・消極的な県への推進方法・報告方法の統一・期日 等） 

   

  ・青年部ブース：担当 増田 

   内容(概要の決定) 

 

 



・10. 合同会議報告事項の決定 

各担当の資料を参照 

  ・福岡大会報告書(村本) 

  ・中央研修会報告(川口) 

  ・建具マイスター報告(矢澤) 

  ・名刺販売報告(佐田) 

  ・会員数の現状報告(青木) 

 欠席理事の報告は代理で行う。 

 

・11. 来年度中央研修会報告 

日時：11 月頃を予定 

場所：富山県(詳細は未定) 

内容：未定 

 

 

・12. 18 日合同理事会での質疑 摺り合わせ 

・13. 来年度スケジュールについて 

理事会の日程 

 3 月 16 日 第 6 回（鳥取）： 

 5 月 11 日(予定) 第１回・理事幹事会（東京）： 

 6 月 第 2 回 (鳥取)：6/20(木) 10：00～14：00 

    青年部総会 (鳥取)：6/20(木) 15：00～17：00 

    懇親会         6/20(木) 18：00～20：00 

    業者大会      6/21(金) 10：00～11：30 

 9 月 14 日(予定) 第 3 回 （大阪）： 

 11 月 第 4 回 （富山）：中央研修会 

 1 月 第 5 回 （熱海） 

 3 月 第 6 回  （次回全国大会開催県）：長野 

 

 

中断 1/18（金）合同会議終了後へ 

 
 
 
 



第 1 回 青年部・よい戸会合同会議 

○日時 平成 25 年 1 月 17 日（木） 13：00～14：30 

○場所 熱海温泉 みかんの木 

http://www.mikannoki.co.jp/ 

（住所）熱海市東海岸町 1-11 0557-81-1533 

 

司会：増田 裕司（青年部） 

書記：青木 敏浩（青年部） 

次第 

1.開会宣言：川口 幸宏（青年部） 

2.資料確認：増田 裕司（青年部） 

3.議事録作成者指名：増田 裕司（青年部） 

4.青年部会長挨拶：河島 隆志会長（青年部） 

5.よい戸会会長挨拶：糸川 英司会長（よい戸会） 

6.青年部・よい戸会の協力体制の確認 

 ・青年部事業内容報告：大森 政尚（青年部） 

現在青年部はスパイダーネットワークス(facebook)を活用し横の繋がりを強化していま

す。これからますます登録数は増えるでしょう。IS を企画しています。できれば amazon

等と連携して販売活動ができればと考えています。またよい戸の日の活動や名刺販売、全

国大会の青年部ブース、中央研修会等、今まで以上に青年部員にとって魅力のある活動を

行っていこうと試行錯誤しています。またマイスター認定制度は今まで、第 1 回から第 5

回まで行ってきましたが、よい戸会と青年部が連携して行うに当たり、各組織の役割分担

を明確にしなければならないと思います。それにより、より効率的にマイスター認定制度

を企画運営できると考えています。本日はよい戸会様から叱咤激励を頂きたいと思います。 

 

 ・よい戸会の事業内容報告：二村 和広（よい戸会） 

よい戸会は現在会員数 38 名、青年部 OB を主としてまだまだパワーのある人たちにより

成り立っています。また去年 5 月によい戸会総会を岐阜で行い組織としての体制を整えま

した。会員数の増強を行うため、広報活動を積極的に行っております。今まで千太郎プロ

ジェクトやマイスター認定制度を企画運営しています。マイスター認定制度に関しては、

現在全国建具組合連合会の事務局を通して活動しています。また今はスガツネだけですが、

いろいろな金物メーカー、もしくは金物だけにとらわれず塗装組合や合板メーカーなど

様々な業界とタッグを組んで行っていきたいと考えています。全国建具組合連合会の中核

をなす一大プロジェクトになるように、またそれが会員数増強の起爆剤となるよう頑張っ



ていきたいと思います。具体的にはスガツネ、ベスト、ムラコシは打合せが進んでいます。

MIWA は本社見学会ならいいということですが、それは我々の求めている所ではありませ

ん。全国の建具屋さんにとって必要なことを皆さんに提供していきたいと思います。 

 

 ・協力体制の確認 

  （類似事業の協力・要望 等） 

IS を行うにあたりよい戸会と連携したいと思います。ホームページの管理などよい戸会

の平尾様と青年部河田、佐田と連携してアイサポートを通じてやっていきましょう。 

青年部の会員数の減少に歯止めがかかりません。ぜひよい戸会様の方からも青年部勧誘

をお願い致します。 

 

7.マイスター制度について 

  

青年部としては、マイスター講習の人員募集、参加協力、企画と要望を行います。また

矢澤を事務局とし、二村副会長の連絡窓口になり報告する。 

二村副会長主導のもと青年部理事会に次回マイスター講習の予定を文章にて報告して頂

きたいと思います。よい戸会はマイスター講習の開催、本部から各支部へのアプローチを

行いモックアップの管理等はよい戸会で管理します。またそれにかかる経費の計算もよい

戸会で行います。ただし次の新しい企画を行う予定なので収支報告はよい戸会の中でのみ

行います。 

親会に協力して頂きたいのは認定証の発行、建具報発行。また認定証に関しては星の数

を付けるようにするか、またカード形式にするかすり合わせが必要です。 

これからは金物メーカー数社のみならず塗装組合や合板メーカーなどとも連携していき

たいと考えています。またこのマイスター制度は全国建具組合連合会会員のみ受講可能と

します。組合員以外の方は組合に入会するという条件で受講して頂きます。 

マイスターをより魅力的なものとし青年部会員数増強に繋がればと思います。 

 

8.その他 

九州が福岡支部のみとなりました。また茨城の青年部加入の件もうやむやになっていま

す。ぜひ協力をお願いします。 

 

9.閉会宣言：二村 和広（よい戸会） 

青年部・よい戸会 合同新年会 

PM 18：30～ 



1 月 18 日（金）合同会議終了後 

 

・14.その他 

長野新理事の件は北信越ブロック長の推薦を得てから理事幹事会にて全国に報告、承認

は通常総会にて行う。 

 

名刺代 1 名入金がまだされていません。 

 

名刺の「全国建具組合連合会加盟店」を「全国建具組合連合会推奨優良店」に変更。 

親会執行部にメールにて名刺注文フォームを送信、執行部にも買ってもらいましょう。 

 

横田副会長 「去年の 12 月頃名刺頼んだんだけどまだ来ないよ」確認。 

 

職業訓練校の案内を各支部長に送信。 

 

・15.閉会宣言 

 

 

 

 

 

議事録提出日 1 月 25 日（金）まで 

建具報提出日 1 月 31 日（木）まで 


