
平成 28 年度  

第 2 回 （一社）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     安田恭一 
建具報    高倉真樹 

 

次  第 
 

○ 日 時：平成 28 年 6 月 16 日（木） 9：00～11：00 
○ 場 所：メッセウイング・みえ  

    三重県津市北河路町 19-1  
 
 
出席理事：青木理事長、白石副理事長、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：                            0 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. 理事長挨拶 
5. 第 1 回 理事会議事録確認 H28 年度  
6. 三重大会 総会     最終確認 
7. 三重大会 青年部ブース 最終確認 
8. 理事選出の件について 
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. 青年部理事会 スケジュール確認 

12. その他 

13. 閉会宣言 
 
 
 
 

４．理事長挨拶                                青木理事長 

  いよいよ三重大会です。理事の皆さんが今まで準備してきたことを十分に発揮し、

自信を持って挑んでいただきたい。長丁場ですが宜しくお願いします。 
 

5. 第 1 回理事会・議事録確認                                 高倉理事 

  高倉理事より報告・確認 議事録をグーグルドライブにアップ済, 

 
 



6. 三重大会 総会 最終確認                             白石副理事長 
総会議案・出席者の確認。 

（久保田理事）→今回の総会参加 18 支部。通算して第 41 回（第１回臨時総会）で

ある。法人化に伴い来年の総会から第１回となるが、親会との話で歴史を残すには

通算総会回数を残すのか今後の課題となる。寺村理事の開会宣言は第 41 回通常総会

（第１回臨時総会）かっこ内も読み上げる。総会出欠返信が昨年より悪い。 

（川口理事）→登録料振り込みも未だのところもある。 

（白石副理事長）→来年の全国大会は石川県で開催することに決定。 

 
 ・熊本地震による義援金 

（能口理事）→全国建具組合連合会青年部に熊本県青年部は存在しないが何故青年

部で義援金を集める必要があるのかという意見を聞いた。 

（青木理事長）→親会で義援金を募っているが、より多くの呼び掛けをして多くの義

援金が集まればという趣旨。現時点で青年部入金無し。 
  

 （総会準備）                               久保田理事 

 ・総会資料  確認 

久保田理事より資料内容確認。総会時に各支部長さんに資料人数分持ち帰っても

らう。 
  

7. 三重大会 青年部ブース 最終確認             青木会長・白石副理事長 

 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）              白石副理事長 
白石副理事長より青年部ブースレイアウト確認。テープカット後に青年部ブース

設置。 
 
 （参考展示作品）                      高倉理事・安田理事 
（高倉理事）→展示作品提供して頂いた本人さんが 17・18 日来場する予定。   

展示はパネル５枚を掲示する。 
 
 （物販）                               寺村理事 
（寺村理事）→今回Ｔシャツ黒金色 20 枚 三重カラー20 枚 バッテリー3 台を用意。 

（久保田理事）→寺村理事が会場不在の時、他の理事が販売内容を把握できる様に

気をつけたい。 
 

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

（原理事）→昨年の在庫 80 ｾｯﾄを含め 100 ｾｯﾄ弱準備済。土日を中心に運営しワーク

ショップの時間を区切って運営する。 
 

 （青年部員 紹介）                          能口理事 

能口理事→７名未提出。紹介用紙はパネルにテープで貼り付ける。 

 
 



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

久保田理事より懇親会備品確認。 

川口理事より浦理事と協力して司会進行に務める。懇親会出席人数の確認。挨拶

者の確認。スケジュール確認。 
 

 （二次会）                         高倉理事・安田理事 

（安田理事）→二次会予定通り二店に分かれ懇親会からのコンパニオン８名も二次

会参加。 

二次会場の地図を受付時に参加者全員配布。 
 

8. 理事選出について                    青木会長・白石副理事長 

 来年度の理事候補 確認 
（白石副会長）→交代予定は静岡県・島根県・奈良県。近畿・信越地方からも交代

検討している。理事は理事会に責任を持って参加して欲しい。新理事に旧理事が 

フォローを十分にして欲しい。 
 

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 

（安田理事）→フェースブックからのリンクにより障子・フラッシュ・家具写真等、

フォルダー分けできる様に検討中であるが久保田理事紹介のフリーソフト(ピカサ)

が廃盤になるので今後有料ソフトを含め検討する。 
 

10. 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 

（能口理事）→よい戸の日 活動報告をフェースブックへ移行し現在、東京都・ 

鳥取県・石川県・愛知県がアップ済。 
 

2 T シャツ・物販販売   寺村理事  

（寺村理事）→Ｔシャツに加えて、スマホカバー、モバイルバッテリィー、トート

バックも今後販売強化していく。 
 

3 名刺 販売         浦理事   

・販売の現状報告 
（浦理事）→今年の２月からの発注件数は２件。各部員へ声掛けをお願いしたい。 

 

4 会計 報告      川口理事  

・現状の収益報告 
 

 ⑤ 事務局 報告    久保田理事   

   ・9 月・11 月 全国に発信する内容と日時の確認 

（久保田理事）→今年度の中央研修会及び宿泊の案内等を今後群馬県と相談してい

く。 



11. 青年部理事会スケジュール                            白石理事長 
（別紙参照） スケジュール確認 

・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 
 

12. その他                                  

（原理事）→三重県の材木屋さんが青年部準会員に入会希望しているので今後検討

する。 

（久保田理事）→今後総会議事録を作成した方が良い。青年部ホームページにも 

アップする。 

（白石副理事長）→次回理事会開催地は仙台市内を予定。宿泊先は各自で手配。 
                                

13. 閉会宣言 

議事録提出日 6 月 27 日（月）まで 

建具報提出日 6 月 27 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  3  4 日  仙台                  

  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  石川（次回全国大会開催県）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 28 年度 

(一社）全国建具組合連合会青年部 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 
 9/3     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                

 
 


