
平成 27 年度 第 3 回 全国建具組合連合会青年部 理事会 

議 事 録 

青年部会長  青木敏浩 

司会     白石彰博 

書記     高倉真樹 

建具報  久保田誠一郎 

次  第 

○ 日 時：平成 27年 9月 26日（土） 13：00～18：00  愛知県建具組合会館 

19：00～21：00  懇親会 

 

○ 日 時：平成 27年 9月 27日（日）  9：00～12：00  愛知県建具組合会館 

 

○ 場 所：愛知県建具組合会館 3F 会議室  

            愛知県名古屋市中川区尾頭橋４丁目１３−６ 

    

出席理事：青木会長、白石副会長、川口会計、原理事、久保田理事、安田理事、高倉理事、

浦理事、寺村理事、能口理事 

                            10名    

                

 オブザーバー参加者： 青島氏（9/26）                   １  名 

1. 開会宣言 

2. 資料確認 

3. 議事録作成及び、建具報記事作成者の指名 

4. 会長挨拶 

5. 第 2 回 理事会議事録確認 

6. H27 年度 11 月中央研修会 現状報告 

7. 40 周年記念式典 確認 

8. 会員数減少に伴う会費の改定について 

9. 組合ホームページ建具家具写真掲載事業について 

10. 各事業部 現状報告 

11. 今年度 スケジュール確認 

12. その他 

13. 閉会宣言 



４．会長挨拶                            （青木会長） 

東京大会お疲れ様でした。みなさんの協力で無事終了しました。今後のスケジュールも皆

で協力してやっていきましょう。災害が続いたり安保法案が可決されたりと時代の流れは

速いが、それに流されること無く、道を見失わないように物事をしっかり考えてやっていき

ましょう。 

 

 

5．第 2 回理事会・議事録確認                    （久保田理事） 

・久保田理事より報告、確認。 

 

 

6. H24 年度 中央研修会 現状報告                  （安田理事） 

・安田理事より現状報告。資料確認。 

・島根実行委員会より依頼あり。 

  研修会終了後に懇親会用会場レイアウト変更時に理事会にも手伝って欲しい。 

  →了承。 

  各講演会後の謝辞を会長にお願いしたい。 

  →司会者のお礼の挨拶程度でよい。 

・1 日目の午前中に理事会や打合せがあるので、前泊必要。宿手配済み（安田理事） 

・研修会の詳細内容については実行委員会に一任。 

・全国青年部会計から実行委員会への補助金額は￥100,000－。 

 

 

7. 40 周年 記念式典 内容確認                    （担当理事）  

・来賓宛案内状送付済み（9／25） 

  返信先は青年部事務局久保田理事宛。 

  案内状送付前に事前打診済み。 

  後日、御礼文（はがき）送付予定。 

・島根県中小企業課より 1 名来賓追加要望有→了承。  

・小松会長は前泊予定。式典のみ参加。 

・以下、資料を確認しながら内容詳細を検討。 

・来賓へのお車代、小松会長 2 万、舟木代表理事 5 千、県課長 5 千(ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ） 

・記念品、来賓なし、歴代会長あり（＠5000×4 名、送料・包装・熨斗代含む） 

・資料作成、40 年の歩み等（原理事担当） 

・式次第、歩み、提言書などをまとめて冊子に。 

・国旗、国歌斉唱、物故者黙祷は行う。 



・表彰内容、歴代会長感謝状 4 名。文言確認。印刷後青木会長に送付し押印後返送。 

      優秀支部表彰、静岡支部。文言は前年と同じ。同上。（高倉理事担当） 

・予算見直し。￥145,000 必要。Ｔシャツ・名刺販売で補填したい。 

→Ｔシャツ・名刺を中研会場で申込書と共にサンプル展示。 

・提言書企画案、検討。 

9/26 

（会長）そもそも青年部とはどういうものか？さまざまな業態、事情があるなかで、10 年

というスパンで考えるのは難しいが、何かしらの成果に繋がるのであれば、やっても良い

かも知れない。 

 

各理事意見発表 

 どう行動していこうか。を示し、その結果・成果に対して表彰。 

 会員減少をどうするか？自分に何が出来るか？ 

 最大公約数的なテーマが何かあれば。 

 青年部主体の展示会開催とか？ 

 各支部の活動をもっと身近に感じられるインフラを整えたい。 

  ＦＢ青年部ページを公開、スパイダーネットワークを公開？ 

 各組合員の仕事に○○な効果があるよ、という内容だと浸透しやすい。 

 後継者が育つように。青年部に入ればスキルアップできるんだという内容。 

 等々。 

9/27 

 ポストイットで全員の意見を集約。 （内容は別途写真資料参照） 

 『後継』『発展』『その他』に分類し、それを踏まえて各理事意見発表。 

   

 討議・資料の内容を踏まえ、提言素案作成（青木会長） 

 提言を浸透させるために、支部例会などで会議の最初に話してもらう。 

 式典で発表、文書も作成し冊子に綴じ込む。 

 

 

8. 会員数減少に伴う会費の改定について           （青木会長・川口会計） 

・28年度通常総会で値上げ承認を目指す。500円アップ予定。（29年度徴収分から増額） 

・会計不足分をＴシャツ販売の利益で補填している現状を考えると、1000 円アップでも良

いのではないか？ 

 

 

  



9  組合ホームページ建具家具写真掲載事業について          （安田理事） 

・全国大会後に小松会長より建具写真を集めて欲しいとの依頼あり。使途は不明。 

 →再度詳細を確認してみる。 

・著作権の問題をどうクリアするか？（権利者は施主？設計者？元請？） 

・親会に企画を提案して予算交渉してみる？ 

・青年部ＦＢページを作成して試してみる。まずは内輪で。（久保田理事作成済み） 

 

 

10 .来年度中央研修会報告                    （各担当 理事） 

① （よい戸の日活動） 能口 理事 

・報告のない支部には直接問い合わせする。また、報告を促すよう書面にて連絡。 

 ・今後、ＦＢページに報告するように転換を図る。 

 

 

② （T シャツ 販売）  寺村 理事  

・長袖Ｔシャツの要望有→柔軟に対応していく。 

・来年以降、Ｔシャツのみではいつまでも売れないのでは？ 

 →他の商品を検討。（ポロシャツ・トートバック・ステッカー等々） 

 →次回理事会に案を持ち寄り検討。 

 ・安定収入が見込めるものがないか？ 

 

 

③ （名刺 販売）    浦 理事 

 ・今年度の販売先は半数がリピーター。 

 ・もっと PR を。 

→全国事務局より建具報に青年部で 1 ページ持たないか？という話あり。（非公式） 

  →ＦＢ・中研などでも情報発信を。 

 

 

④ （各事業 会計報告） 川口 理事 

 ・“執行部役員会補助金”未受領の件、沢辺前会計に前年の事を確認してみる。 

 ・会費 UP、500 円 or 1000 円、どうする？ 

 

 

 

 



11. 今年度スケジュールについて （白石副会長） 

（別紙参照） スケジュール確認 

・次回第 4 回理事会 11 月 14 日（土）AM  式典は 13：00～ 

 ・次年度中研開催地は東日本ブロック。開催県は未定 

 ・第 5 回理事会は 1 月、東京にて、詳細未定 

 

 

12.その他 

 

 

 

13.閉会宣言 

 

議事録提出日 10 月 5 日（月）まで 

建具報提出日 10 月 5 日（月）まで 

 

 

 

平成27度 全国建具組合連合会 青年部理事会 スケジュール 

                                          

     第1回理事会、ブロック長会  5月 16,17日  東京                                  

     第2回理事会、総会   7月 9～10日  東京                                           

     第3回理事会      9月 26・27 日  愛知                               

     第4回理事会      11月 14～15日  島根 （中央研修会）                    

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

     第6回理事会      3月    日 （次回全国大会開催権 三重大会）  

                                        

 

       中央研修会       11月 14,15日    島根                                     

              青年部 40周年記念式典 11月  14日  島根               

 

 

 

 



 

平成 27 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/中旬   平成 27年度会員調査依頼文送付                      

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

 4/1   平成 27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        

 4/10   東京大会インフォメーション発送                    

５月 

 5/2  平成 26年度第１回全国建具組合連合会青年部理事・幹事会出欠締め切り        

 4/30    会員調査返信期日                              

 5/30   長野全国大会青年部申し込み締め切り  （東京大会返信）                   

 ★     よい戸の日活動報告まとめ・ＨＰ上にＵＰする （各支部報告）（随時） 

 5/16,17  平成 22年度第１回全国建具組合連合会青年部理事・幹事会            

 5/30   総会資料印刷作業開始                             

 5/15   新年度名簿 UP                                 

  5/16   全国大会最終確認                           

7月 

 7/9（午前中） 平成 27年度第 2回全国建具組合連合会青年部理事会                

 7/9～11  東京全国大会開催  7/9 業者大会及び総会 7/10～11 一般公開                            

 7/9       第 40回青年部総会  （12：00～リハーサル）                         

９月 

 9/26    平成 27年度第 3回青年部理事会                        

 9/30    第 35回中央研修会案内送付                          

11月 

         第 34回中央研修会申込み締め切り （島根県）                      

 10/30    平成 27年度臨時総会出欠締め切り                         

 11/14,15  第 35回中央研修会 （島根）                                

 11/14    平成 27年度第 4回青年部理事会 （午前中）                   

  11/14       全国建具連合会青年部 創立 40周年記念式典             

平成 28年１月 

 1/月   平成 27年度第 5回全国建具組合連合会青年部理事会                

 1/月   親会合同会議 （3役と事務局）                                

3月 

 3/月    平成 27年度第 6回全国建具組合連合会青年部理事会                 

 


