
平成 28 年度 第 5 回 全国建具組合連合会青年部 理事会 

議 事 録 

理事長    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 29年 2月 5日（日） 13：30～16：30 

○ 場 所： ホテル ニューアカオ 静岡県熱海市熱海 1993-250 

 

出席理事：青木理事長、白石副理事長、川口会計、久保田理事、安田理事、高倉理事、 

浦理事、寺村理事、能口理事 （原理事は病欠の為 欠席） 

     渡部理事、木村理事、平井理事、石森理事 

                            13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 4 回 理事会議事録確認  

6. 親会への未加入事業所について 

7. 全国大会 青年部ブースについて 

8. 全国大会 青年部 選考委員について 

9. 各事業部 現状報告 

10. 青年部理事会 スケジュール確認 

11. その他 

12. 閉会宣言 

 

 

 

 

 



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

あけましておめでとう御座います。理事会と前後してしまったが合同会議お疲れ様でした。

このたび新任理事引継ぎですが、親会の言いなりでなく青年部としての考えを持ってやっ

ていきたい。それをまとめて青年部を引っ張っていくのが理事会です。 

会議で無言なのは罪です。みんなの意見があってこその会議です。積極的に。石川大会も控

えている、引継ぎをしっかり進めよう。 

先頃、私の近しいところでお二人が他界された。そのうちのお一人は、４９歳個人事業主だ

ったが、日頃から不摂生で健康診断も受けていなかったそうだ。健康診断受診は義務化され

ている。事業所単位で受けるよう努めよう。体調管理は必須です。ぜひ各支部でも奨励して

もらいたい。 

今年もよい年になるよう頑張りましょう。 

 

5. 第 4 回理事会・議事録確認                    （浦 理事） 

浦理事報告。 

・中央研修会補助金１０万 １１月２２日群馬へ振込済み。 

・香川県谷口さんの件、４月の中四国ブロック総会で動向確定。 

  →ブロック再編も考える時期がきた 

 

6. 親会への未加入問題について                  （白石副理事長） 

青木理事長＞青年部は親会の下部組織。だが、親会に所属していない事業所の青年部員がい

る。親会から補助金を貰っている立場もある。どう扱っていくのか。 

 →親会としては NO。→だが、青年部に適用すると退会する部員がでるのでは？ 

 →５月幹事会の議題に。→１１月に臨時総会？  

久保田理事＞「入ってない人やめて。」ではなく「入ってくださいね。」という勧誘に持って

いくのはどうか。 

 →まずアナウンスから始めて、来期を勧誘期間とするとか。期日は定めるべき。 

 →４月の会員調査で現況集計し５月幹事会で議題に。 

 →出来ることから一つずつやっていこう。 

・施工士を組合加入のメリットにできれば。（親会も国家資格をめざしている） 

 

7. 全国大会 青年部ブースについて            （青木理事長・白石副理事） 

 能口理事より石川県青年部 現状報告 

能口理事報告。 

前回と進捗なし。 

・「総会後の懇親会を親会と合同でどうか。」と打診有。 

→青年部単独でやる。青木理事長から伝えてもらう。 



・ＤＶＤ放映を今回もお願いしたい。と打診有。 

→放映の方向で。新作も検討中（白石副理事長） 

 

・現地視察を３月理事会時に行う。 

３月１８日（土） １３：００  金沢駅集合 

                会場視察 

         １５：３０～ 理事会 

         １８：３０～ 新年会 

３月１９日（日）  ９：００～ 理事会 

                午後解散 

 

8. 全国大会 青年部 選考委員について         （青木理事長・白石副理事長） 

展示会の選考委員。三重大会では、静岡の後藤さん、岡山の佐田さんにお願いした。 

石川大会でも青年部から２名。 

謝礼は青年部から￥5,000。 

候補者 群馬 掘田さん 

    島根 深田さん 

    福島 金澤さん 

       村本さん 

    静岡 川口さん 

       渡辺さん 

    静岡 大池さん 

事前に依頼可能かどうか打診しておく。 

 

9. 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 

特になし。 

 

② （T シャツ・物販販売）  寺村 理事  

・販売の現状報告 

ポロシャツ販売に向けて、チラシ作成。 

東京組合さんからトートバッグ 80 枚あり。 

収支、前年並み。 

 

   



③ （名刺 販売）      浦 理事   

・販売の現状報告 

現在の売上げ総額、￥109,900－。 

収益は 3 万弱。 

 

④ （会計 報告）      川口 理事   

・現状の収益報告 

収支は、現在ほぼ過不足なしだが、ぎりぎりの状況。 

交通費の支給割合を引き下げる。 

 

⑤ （事務局 報告）     久保田 理事   

   ・11 月・1 月・3 月 全国に発信する内容と日時の確認 

会員調査、よい戸の日活動、賦課金、総会 

 

10. 青年部理事会スケジュール                 （白石副理事長） 

（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 

3 月石川理事会  3 月 18,19 日 金沢駅１３：００集合 

5 月理事・幹事会 5 月 20,21 日 東京 

 

11. その他                                  

 担当 引き継ぎ 

29 年度新体制発表 

理事長    白石 

副理事長   川口、久保田 

会計・広報  寺村 

事務局    木村 

企画委員長  高倉 

企画委員   平井、渡部、石森 

 

・ドライブを有効利用し、全員で共有しながらやっていく。（Ｔシャツ、名刺、会計、等々） 

 

・理事任期は 1 期 2 年だが、できれば 2 期 4 年やって頂きたい。 

 

 



12. 閉会宣言                                 

議事録提出日 2 月 13 日（月）まで 

建具報提出日 2 月 13 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 （合同会議）     2月  4日 5日   静岡                 

   第6回理事会         3月  18日 19日  石川           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2月 

 2/5・6日 親会合同会議 （3役と事務局）                  

 2/5・6日 平成 28年度第 5回全国建具組合連合会青年部理事会         

3月 

 3/ 18日  平成 28年度第 6回全国建具組合連合会青年部理事会         

 


