
平成 28 年度 第 1 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    浦 政幸 

次  第 

○ 日 時：平成 28 年 5 月 7日（土） 12：00～14：45 （1 日目） 

○ 場 所：建団連会館 8F 第一会議室  

    大阪市中央区島町 2-1-5 

 

○ 日 時：平成 28 年 5 月 8日（日） 9：00～12：00（内容で延長）（2日目） 

○ 場 所：建団連会館 8F 第一会議室  

    大阪市中央区島町 2-1-5 

 

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： 5／7 大野 東日本ブロック長             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 6 回 理事会議事録確認 H27 年度  

6. 第一回 理事・幹事会 議題確認 

7. 青年部員審査員 選出に伴う報告 

8. 組合法人化に伴う変更事項  確認 

9. 三重大会 青年部ブース 検討  

10. 組合ホームページ建具家具写真掲載事業について 

11. 各事業部 現状報告 

12. 青年部理事会 スケジュール確認 

13. その他 

14. 閉会宣言 



４．理事長挨拶                          （青木理事長） 

昨年度は大変な 1 年だったが、今年度もいろいろと大変な 1 年になりそうだ。前回もお

話したが、体制 2 年目も気の緩みの無いよう、気を引き締めて行きたい。三重大会が間近

に迫っているので今日明日の理事会でしっかり話を詰めよう。 

 親会の法人化に伴い、青年部も名称変更などがあるが、規約に大きな変更はない模様だ。 

 今日、明日、2 日間がんばりましょう。 

 

5. 第 6 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. 第一回 理事・幹事会 議題確認                （白石副理事長） 

・熊本地震による義援金 

5／7 

青木理事長＞ 熊本、大分の青年部は現在では組合未加入だが、我々に出来る事があれば

援助したいと考える。本日幹事会に出席の豊福九州ブロック長に話を伺い

ながら考えたいと思う。親会が義援金を募っているので、青年部内で取り

まとめて親会に渡そうと思う。締切りは、親会に合わせて設定する。 

       宮城県青年部は独自に親会義援金に 10 万円を寄付している。 

白石副理事長＞物販の販売益の一部を寄付してはどうか？ 

       →「沢山買ってください」となるのは、違和感がある。 

久保田理事＞ お願い文書の配布は、総会前の 5 月末ごろに。 

 

5／8 

 ・親会義援金の締切りは 5 月末らしい。青年部は 6 月末締切りとし、7 月初旬に親会に

金額などを報告した後に、直接寄付してもよいのでは（振込手数料を省くために）。 

 ・専用口座を開設して、各支部単位で振込入金を受け付ける。本会計とは切り離して処

理し、秋の臨時総会時に収支報告する。 

 

・平成 28 年度理事 選出の願い  

5／7 

・法人化に伴い現理事は一度解任。総会で再度承認が必要。第 1 号議案にて。 

・29 年度理事は、中央研修会と同時開催の臨時総会で承認する。各自三重大会までに自

身の進退を表明し、退任する場合は、次期理事を選任しブロ長推薦状を提出すること。 

 



5／8 

 ・前日の幹事会で、理事人数に関して問題提起があった件について協議。 

 ・各ブロックの理事選任状況を各ブロック理事が報告。 

  →中四国＞規約で理事選任の順番を決めているが、上手くいっていない。４県の部 

       員数もバラバラで、単純な回番では機能しない。理事１名でもよいので 

は、という意見がある。次期理事１名が未確定。 

   北信越＞これまでの選任はブロックで選ぶのではなく、一本釣りで決まっている。 

       ４県を２県ずつに分け、その２県の中で交互に理事を選出してきた。次期 

理事は２名未確定。 

   近畿＞ ２９年度から、奈良県の木村さんが理事に。次は京都から選任予定。その

後 

       は部員がいなくなりそう。 

   東海＞ 三重県の退会により２県で１名ずつという状況。１県から２名でもしかた 

ないが・・・。適任者はいなくはないが、本人のやる気は分からない。 

   東日本＞東京から１名という縛りが続いている。登録部員数は１番多い。 

   九州＞ 熊本県が退会後、福岡県だけになり理事が不在となった。 

 ・各ブロックの部員数に応じて理事人数を割り振るのがよいのでは。 

  例）部員２０名以上なら理事２名以上、２０名未満なら１名以上。 

    各ブロック１名以上＋部員数に応じて加算。 

 ・ブロック内の選考方法などは、ある程度統一していきたい。 

 ・理事会の運営も人数が少なければ少ないなりにやるしかない。規約改定なども考えな 

ければ。 

 ・臨時総会の議題に上げる。文面を考えてみる。（白石担当） 

 

 

7. 青年部員審査員 選出に伴う報告                （青木会長） 

 ・佐田さんは了解済み 

 ・もう一名の選任   

・後藤さんは、展示会に出展するので、NG 

・理事もスケジュール面で NG。審査と総会が重なる。 

・最終的な人選は、青木理事長に一任 

 

 

※追記 5／11  ・審査員は展示会出品者でも可ということが判明。 

          当初の人選どおり後藤さんに依頼。承諾済み。 

 



 

8. 組合法人化に伴う変更事項  確認          （青木会長・白石副会長） 

・印鑑の変更 

  新規に作成済み。 

・名刺 

  理事分は当面は既存名刺をそのまま使用。 

・その他 

 ・親会からの補助金が今後どうなるのか？→今年度は前年度と同額の入金があるであろ

う。 

 ・通帳名義は、会計担当理事が変わるまでは既存のままで。交代時に（一社）に変更。 

 ・義援金用口座は（一社）にて作成。 

 

 

9. 三重大会 青年部ブース 検討事項         （青木会長・白石副会長） 

 ① 青年部ブース展示内容 補助金を含めた内容確認 

 ・三重大会実行委員会から１０万円の補助。 

 ・各担当者は、印刷が必要な原稿は、５／２５を締切りとする。 

   →ドライブに上げる→久保田理事印刷（Ａ２カラー） 

  

  

 ② 青年部ブース 各担当報告 

 （概略 平面・外観プランと再利用 確認）             白石副会長 

 ・白石副理事長より、ブースプラン説明。備品確認。 

 ・昨年に準じて再配置。新たに、FB ページ紹介、よい戸の日活動報告を追加。 

・再利用できるものは最大限活用し不足分は新規製作。 

・詳細な配置などは、当日現地で設置しながら調整する。 

・本日の検討結果を受けて、再度プラン作成。（白石担当） 

・展示内容詳細は各担当に任せる。 

 ・三重大会終了後の備品の保管をどうするのか？→要検討。 

 （参考展示作品）                     高倉理事・安田理事 

・高倉理事より、参考展示案説明。→尾形氏の研究論文の展示と青年部 FB ページの紹介。 

・論文展示にあたって、高木木工高木社長に承諾を得る。（白石担当） 

・尾形氏本人への承諾確認やデータの提供依頼。（高倉担当） 

→データが借用できたら、Ａ２カラー印刷（久保田担当）して、パネル展示。 

・尾形氏プロフィールと展示説明の原稿（高倉担当） 

・FB ページ紹介原稿（安田担当） 



 

 （物販）                              寺村理事 

・寺村理事より、物販プラン説明。 

・Ｔシャツ、スマホカバー、モバイルバッテリー、トートバックを販売。 

・各サンプルを展示する。 

・バッテリーは容量明記。 

・Ｔシャツのロゴ色は黒 or 金とする。 

・代金の振込手数料は、購入者負担とし、明記しておく。 

 

・販売用在庫は昨年の倍程度に。 

・理事用Ｔシャツ一人１枚支給。黒金。 

・全国大会までに、事前ＰＲをしておく。FB、メールにて。 

 

 

 （ワークショップ）                     原理事・能口理事 

・原理事よりコースターのサンプル説明。 

・昨年の残りの井桁格子コースターが８０個ほどあるので少し作り足して、１００個準備

する。@200×100 個＝￥20,000 の原価。 

・昨年同様に無料体験とする。 

・必要工具など一式準備（原担当） 

・床養生は、設営時に臨機応変に対応。 

 

 

 （青年部員 紹介）                         能口理事 

・内容は昨年同様とし、今年度版を新たに依頼・回収・印刷する。（川口担当） 

 

 

 

 （懇親会 進行・司会）                   川口理事・浦理事 

・挨拶  青木理事長 

・乾杯  東海ブロック長 

・中締め 寺村理事（物販ＰＲも） 

・例年どおり支部紹介を行う。順番考慮（毎年、福岡県がトリになるので） 

 

 

 



 

 （二次会）                        高倉理事・安田理事 

・高倉理事より資料説明。 

・懇親会、二次会共に振込みにて事前精算。当日は調整程度にする。 

・懇親会の着座できる最大人数を確認。出来れば着座にて。 

・二次会は２店舗に分かれるので、事前にグループ分けしておき（久保田担当）、懇親会受

付時に伝える。 

・懇親会終了後の二次会会場への誘導は、理事が分担して行う。役割分担決めておく。（高

倉担当） 

・懇親会・二次会の申込み締切り後、都ホテルと再度打合せし、最終見積りを作成。（高倉

担当） 

 

 

 （総会準備）                           久保田理事 

 ・総会資料 担当 確認 

・ドライブ上の資料確認。 

・法人化に伴う名称の変更、会長→理事長、副会長→副理事長。 

・提言書を総会資料に加える。 

・総会時に優秀支部表彰を行う。受賞支部は、島根青年部・東京青年部 

 →賞状手配（高倉担当）→青木理事長へ送付→押印後返送 or 会場持込。 

 

 

10. 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） 

・現在試しているアプリ“30DAYS ALBUM”ではフォルダが作成できないため、画像を

ドア・引戸・家具などに分類できない。 

 →FB でドア・家具などの分類ごとにページを作成し、それぞれに投稿していくような仕

組みで、掲載事業ページを非公開でやってみる。（安田担当） 

 

 

 

11. 各事業部報告                      （担当 理事） 

① （よい戸の日活動）  能口 理事 

・よい戸の日 活動報告の現状 

理事・幹事会 議事録 参照。 

 

 



 

② （T シャツ 販売）  寺村 理事  

・次の全国大会に向けて新しいアイテムとロゴ 

当議事録の９－②（物販）参照。 

 

 

③ （名刺 販売）    浦 理事   

・販売の現状報告 

・今年度は、4 月に 2 件受注。 

 

 

④ （会計報告）    川口 理事   

・現状の収益報告 

・賦課金 徴収 報告 

・5／8 現在、大阪と奈良が未入金。 

  

 

⑤ （事務局 報告） 久保田 理事   

  ・六月・七月 全国に発信する内容と日時の確認 

・全国大会の申込み 5／14 締切り。 

・理事推薦状の配布。 

 

 

12. 青年部理事会スケジュール                （白石副会長） 

（別紙参照） スケジュール確認 

・ドライブの全国大会理事スケジュールを早急に記入すること。 

 →それに従いホテルのキャンセルが必要なため。 

・6／15 前日準備は、13:00~14:00 集合とする。 

 

 

・平成 28 年度スケジュール    内容確認 

・平成 28 年度年間スケジュール案 内容確認 

・9 月理事会は宮城県仙台市にて開催。日時は未定。 

 

 

 



 

13. その他                                

★福岡青年部から提案について （3 月議題） 

建具の啓蒙活動として、よい戸の日活動などとは別の角度からのアピールを全国統一

で行ってはどうだろうか？というもの。 

どこか知らない地方の文化であった恵方巻きが今や全国区になり、節分=恵方巻きとい

う関係がいつの間にか当たり前になった。 

そのようなことができないだろうか。 例えば、4/10 は仏壇を掃除しましょうとか、

4/10 は建具をメンテする日です！  みたいなことを、一般の方に浸透させるような

アピールができないか？ という 内容との事です。 

 

5／7 理事幹事会にて豊福九州ブロ長より提案説明。 

・よい戸の日活動だけでなく、建具の啓蒙活動（製品そのものだけでなく、読み方、意味

なども含め）を全国的に行う施策を考えたらどうですか？ 

・食品業界のバレンタインチョコやコンビニの恵方巻などのような例がある。 

  →周到なマーケティング戦略と多額の資金が必要。 

・例えば、組子製作過程の早送り動画を、ユーチューブに投稿する。とか、技能検定の動

画を投稿するとか。とにかく発信することが大事ではないか。 

・継続した啓蒙活動→認知される→文化になる。 

 

 

安田理事より、HP 予算の扱いについての提案 

・過去数年分の HP 予算がプールされているが、どのように扱うか？ 

 →年間予算 2 万円。十数万ほどあるようだが、現在は河田前理事が保有？ 

・本会計には戻さず、別会計にて管理。SNS などのスキルアップセミナーの参加費用やソ

フトの購入などに使ったらよいのでは。 

・今後は、必要に応じてその都度本会計から支出する。 

 

 

佐田理事からの建具報１ページ担当依頼の件について協議 

 ・理事会報告とは別のスペースが用意してある。 

 ・とりあえず、野口理事担当でよい戸の日活動報告。 

 ・毎月 20 日頃に入稿。遅くとも 25 日。 

 

※全国建具親会未所属だと青年部には所属できない件、結論保留。現状では結論出せない。 

 



 

15. 閉会宣言                               

 

 

議事録提出日 5 月 16 日（月）まで 

建具報提出日 5 月 16 日（月）まで 

 

平成28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、幹事会     5月   7日   大阪                  

   第2回理事会、総会      6月  16 17日   三重                 

   第3回理事会         9月    日                       

   第4回理事会 (中央研修会)  11月  12 13日    群馬                   

   第5回理事会                1月    日                   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 28 年度 全国建具組合連合会 年間スケジュール一覧表（案） 

平成 27 年度 3月 

 3/中旬  平成 28 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                    

 3/中旬  平成 28 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  

平成 28 年度４月 

 4/8  平成 28 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 

 4/15    三重大会 インフォメーション発送               

 4/30    会員調査返信期日                        

5 月 

 5/15   全国大会青年部申し込み締め切り   （三重大会返信）             

 ★     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） 

 5/10   総会資料印刷作業開始                             

 5/10   新年度名簿 UP                                 

  5/20   全国大会最終確認                           

6 月 

 6/16（午前中） 平成 28 年度第 2回全国建具組合連合会青年部理事会             

 6/16～19  三重全国大会開催 6/16 業者大会及び総会 6/17～19 一般公開         

 6/16       第 41 回青年部総会 PM13:00～ （12：00～リハーサル）             

9 月 

 9/     平成 28 年度第 3回青年部理事会                        

 9/30    第 36 回中央研修会案内送付                       

11 月 

         第 36 回中央研修会申込み締め切り （群馬県）                 

 10/30    平成 28 年度臨時総会出欠締め切り                       

 11/12・13  第 36 回中央研修会 （群馬）                        

 11/12    平成 28 年度第 4 回青年部理事会・臨時総会                 

平成 29 年１月 

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

 1/    平成 28 年度第 5回全国建具組合連合会青年部理事会         

 1/    全国建具組合連合会 青年部 新年会                     

3 月 

 3/    平成 28 年度第 6回全国建具組合連合会青年部理事会                

 



 


