
平成 28 年度 第 3 回 全国建具組合連合会青年部 理事会 
議 事 録 

青年部理事長 青木敏浩 
司会     白石彰博 
書記     能口雅善 
建具報    安田恭一 

次  第 
○ 日 時： 平成 28年 9月 3日（土） 13：00～17：00 
○ 場 所： ひょうご 1F 宮城県仙台市青葉区立町 16-27 
○ 懇親会： ひょうご 2F 18：00～  
 
○ 日 時： 平成 28年 9月 4日（日） 9：30～11：30 
○ 場 所： 有限会社白石木工 宮城県黒川郡大衡村大衡字北原 30-1 
  
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、能口理事 
                           9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 2 回 理事会議事録確認 H28 年度  
6. 合同会議の議題について 
7. 建具施工士について 
8. 全国大会 青年部ブースの改良案について 
9. 理事選出の件について 
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） 
 
・親会との合同会議について積極的に参加しましょう 
 
・三重大会お疲れ様でした。石川大会にむけてがんばりましょう。 
 
・日曜は白石さんの所の工場を見学させていただきました。 
 
5. 第 2 回理事会・議事録確認                    （安田理事） 
 
・材木屋さんの青年部への加入の話 



 
・全国大会について、熊本への援助金について、ホームページについて、各事業の報告 
 
6. 合同会議の議案について                    （青木理事長） 
 
・いきさつ 4 年前まで毎年 1 月に親会との合同会議、お互いへの要望など熱海でやって
いた。会議の時間は 1～2 時間くらいであった。小松会長になって廃止。 

しかし、合同会議は必要である。9 月 15 日にセッティング。東京の事務局で 15 時から行
う。 
議案について、青年部の現状報告、委員会報告、東京・三重大会の青年部ブースの報告。 
 
・合同会議の人数の確認・・・4 人 理事長、白石理事、川口理事、久保田理事 
 
・石川県の石森さんからの要望、全国大会の懇親会は合同で行いたい。 
 
・石川県に帰って青年部ブースをどこまで手伝ってもらうか検討、中央研修会までに報告。 
 
・総会の資料を合同会議の時に配る。 
 
・親会のホームページのすり合わせ、安田理事、自分達でもホームページをさわれるよう
にする。 
 
・ホームページにブログをはめ込む。 
 
・ワードプレス 久保田理事にお願いする。 
 
・親会に入っている事業所は息子さんを青年部に。 
 
・販促物への協力を親会に合同会議でお願いする。 
 
 
7. 建具技能士について                      （青木理事長） 
 
・なぜ木製建具施工士認定講習会の資格を組合で取らせるのか、立場を優位にしていくた
めに、何かしなければならない。 

・金物マイスターを青年部で以前から推奨している。 

・国交省に認めさせたい。 

・11 月 9 日に試験開催。建築士会会長が出席。150 人限定。 

・建具報に資料がはいる。 
 
 



 
8. 全国大会 青年部ブース 改良案について       （青木会長・白石副理事長） 
 今回の三重大会 青年部ブースを振り返り、来年や次に向けての改良案や反省点、問題

点など議論してみましょう。 
 
（概略 平面・外観プランと再利用 開催日程確認）          白石副理事長 
  
・理事拘束期間が長すぎるので 3日程度に収めてほしい。 
・今後デザインコンテストどうするか、教育委員会を通すことになるので実施は難しい。 
 
 
 
 （参考展示作品）                      高倉理事・安田理事 
 
 
 
 （物販）                               寺村理事 
 
・ポロシャツがいい。背面ロゴが大きすぎる。首もとへのワンポイントがいいのでは。 
組合の文字は消した方がいい。3～4 色くらいあるとよい。 
・納期を短く出来ないか。3 週間以内にしてほしい。 
 
 （ワークショップ）                      原理事・能口理事 
 
・100 個では足りない。500 円くらいで売れる物を。200 個位売りたい。 
 
 （青年部員 紹介）                          能口理事 
 
・自己 PR の場にする。開催県の部員 PR にする。石川建具屋 map を作る。 
 
 （懇親会 進行・司会）                    川口理事・浦理事 

・石川県で開催する。 
 
青年部ブースとは、地元の青年部が主となって開催する。地元がメイン。 
 
 
 （二次会）                         高倉理事・安田理事 
 
 
 
 
9. 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   
11月に開催される臨時総会の確認など 
 



・東海ブロックは 1週間待ってほしい。 
・新任理事 ・近畿 木村 ・中四国 渡部和良 ・北信越（富山） 平井 石川 石森
良隆 
 
・退任 ・東海 青木 ・近畿 浦 ・中四国 安田 ・北信越 原 能口 
 
・11 月の理事会には新任理事も出席。1 月新年会と新任理事の引継ぎ。3 月で完全に入れ
替わり。 
退任の理事はオブザーバー扱い。 
 
・11 月～1 月で新理事長のもと新組織を組立。  
 
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） 
 
・ホームページは今月末くらいから始める。 

・フェイスブックとの連動。 

・青年部名簿は更新済。 
 
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 
 
 

2 （T シャツ・物販販売）  寺村 理事  

・販売の現状報告・欠席の為次の理事会で 
 
   

3 （名刺 販売）      浦 理事   

・販売の現状報告・利益の計算 
 
 
 

4 （会計 報告）      川口 理事   

・現状の収益報告 
・熊本県義援金の報告 

・中央研修会 補助の件 
 
 ⑤ （事務局 報告）     久保田 理事   

   ・9 月・11 月・1 月 全国に発信する内容と日時の確認・中研の案内を 
群馬とすりあわせ。 
 



12. 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 

・第 4 回は群馬 11 月 12・13 日 新任理事出席 理事会 9 時 臨時総会有 

・新年会は石川で 1 月 28・29 日 
・1 月 熱海 3 月 石川 ワシントンホテル予定 
 
 
13. その他                                  
 
・九州で懇親会 9 月 24 日 なるべく参加 久保田さんに 8 日までに連絡 
 
 
14. 閉会宣言                                 
 

議事録提出日 9 月 12 日（月）まで 
建具報提出日 9 月 12 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   宮城                             
   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 
 9/3・4    平成 28 年度第 3回青年部理事会                
 9/15    親会合同会議 （3 役と事務局）                     
 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                 

 


