
平成２８年度 

長野県木材青壮年団体連合会 

 

第１回定例理事会 

 

 

 

 

 

 平成２８年５月２１日（土） 

長野県林業センター 

 





日時　平成２８年５月２１日（土）

１５：００～１７：３０

１　開会の辞

２　会歌斉唱及び綱領唱和

３　出席者確認

４　会長挨拶

５　直前会長挨拶

６　資料確認及び字句訂正

７　連絡報告事項

（１）会議事業経過報告

（２）会団割会費及びＰＲ会費納入について

（３）ウッディレター配信料について

（４）日本木青連からの連絡事項について

（５）出向者活動報告

（６）正副会長・事務局連絡事項

（７）熊本地震義援金について

８　議長指名

９　議事

（１）開会宣言

（２）議事録作成人指名

（３）定足数確認

（４）議題採択

第１号議案　平成２８年度理事予定者会議・平成２７年度臨時理事会

　　　　　　平成２８年度臨時理事予定者会議・定時総会議事録（案）承認の件

第２号議案　平成２８年度ＰＲカレンダー斡旋事業（案）承認の件

第３号議案　平成２８年度第３９回児童生徒木工工作コンクール開催（案）承認の件

第４号議案　役員選考委員会設置（案）承認の件　

第５号議案　第２回定例理事会開催日（案）承認の件　

第６号議案　信州山の日イベント２０１６　木工教室事業計画（案）承認の件　

第７号議案　信州環境フェア２０１６[木工教室]事業計画（案）承認の件　

10　協議事項

各種情報共有・発信ツールについて

全国大会について

11　会団事業・活動報告

12　監事講評

13　閉会の辞

司会

平成２８年度　第１回定例理事会　次第

山﨑副会長
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[連絡報告事項]

3 月 11 日

3 月 24 日

4 月 2 日

4 月 9 日

4 月 13 日

4 月 25 日

5 月 9 日

5 月 14 日

5 月 21 日

産業会館

理事予定者会議 林業センター長野

ホテルメトロポリタン長野

ホテルモンターニュ

ホテル国際21

林業センター長野

第57回県会員北信大会

長野県木青連　第1回定例理事会

松本材青会総会

会議・事業経過報告

長野引継ぎ会議 林業センター

東京 産業会館

AOSSA

松本

長野

日本木青連理事予定者会議

北信木青連総会

北信越協議会 福井

長野

第1回日本木青連定例理事会 東京
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平成 28年 5 月 21 日 

 

会団長・個人会員 各位 

 

長野県木材青壮年団体連合会 

財務担当副会長  山﨑 泰雄 

会団割会費・ＰＲ会費についてのお願い 

 総会でご決定頂きました通り、平成２８年度の会費を下記の通り納入頂きますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 納入金額 

 ＊振り込み手数料は各自ご負担下さい。 

 

２． 納入期限  ６月１7日（金） 

 

３． 振込先  八十二銀行 本店営業部 

   店番号 ２１０ 口座番号 １１５５７８７ 

   口座名義 長野県木材青壮年団体連合会 

 

４．会団ＰＲ事業費の拠出について 

   平成 29 年１月末をめどに各会団にＰＲ事業報告を提出していただき、支払いを行う予定。 

   尚、入出金の期日の関係上、ＰＲ会費とＰＲ事業費の相殺はできません。 

 

５．その他 

   領収書発行のご希望は山﨑副会長までお申し出下さい。 

会 団 名 会員数 
会員割会費  

@10,400 

ＰＲ会費 

@30,000 
合 計 (円) 

北信木青連  １０名 104,000 300,000 404,000 

東信木青連 ９名 93,600 270,000 363,600 

松本材青会 １７名 176,800 510,000 686,800 

個人会員  ２名 20,800 60,000 80,800 
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平成 28年度ＰＲ事業報告書 

 

 

会 団 名               

 

 

１．事 業 名 

     

 

２．日  時 

     

     

 

３．場  所 

     

 

４．参加者数（来場者数） 

     

 

５．内容・題材 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の事業を行う場合は本紙をコピーの上、1事業 1枚の報告書を提出して下さい。 

  （提出期限：平成２９年 1月末日まで） 
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【写真添付欄】 
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６．収支精算書 

   収入の部 

科    目 金   額 摘   要 
   

合   計   

 

 

   支出の部 

科   目 金   額 摘   要 
   

合   計   

    （教材費・材料費、会場費、パンフレット代、テキスト代、道具代、 

     弁当代、雑費、などの項目別に記入して下さい） 

 

※県の補助事業の対象となりますので、領収書については宛先を長野県木青連としてくださ

い。 

 また、但し書きと日付も必ず入れてください。 

 

 

 

 

 

口 座 

金融機関  口座番号  

口座名義人  普通・当座  

 

 

提出期限  平成 29年 1月末日（必着） 
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【領収書のコピー添付欄】 
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平成 28年度ＰＲ事業報告書 

 

 

会 団 名   長野県木青連      

 

 

１．事 業 名 

   木工教室フェア 2016［木工教室］ 

 

２．日  時 

    平成 28年 8月 20日（土）～21日（日） 

    １０：００～１７：００   ※最終日１６：００まで 

 

３．場  所 

    長野市 ビッグハット（若里多目的スポーツアリーナ） 

 

４．参加者数（来場者数） 

    ２００人 

 

５．内容・題材 

    木工教室及び木育教室を開催。 

    ・ミニ椅子づくり（イスキット）２日間 １２０セット 

    ・ヒノキ マイ箸づくり ２日間 １００セット 

       ≪１回毎の講座内容≫ 

        ①森林の話し（ ２分）県より 

        ②イスの作り方（ ３分）木青連 

        ③イス作り開始 （５５分）※木青連は、参加者のイスづくりをサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の事業を行う場合は本紙をコピーの上、１事業１枚の報告書を提出して下さい。 

  （提出期限：平成 29年 1月末日まで） 

記入例 
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【写真添付欄】 

 

   

 木育教室           木育教室           木工教室（イスづくり） 

 

   

 木工教室（イスづくり）    木工教室（イスづくり）    木工教室（マイ箸づくり） 
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６．収支精算書 

   収入の部 

科    目 金   額 摘   要 
ＰＲ事業費 137,813円   

合   計 137,813円   

 

 

   支出の部 

科   目 金   額 摘   要 
材料費 

加工費 

材料・加工費 

運搬費 

雑費 

印刷費 

94,500円  

18,900円  

4,830円  

2,415円  

15,120円  

2,048円 

県産材（杉）イス材料 750円×120 ｾｯﾄ 

イス材料加工 150円×120 ｾｯﾄ 

マイ箸：100 ｾｯﾄ×＠46 

 

運搬費（搬入・搬出） 

釘・紙やすり等 

合   計 137,813円   

    （教材費・材料費、会場費、パンフレット代、テキスト代、道具代、 

     弁当代、雑費、などの項目別に記入して下さい） 

 

※県の補助事業の対象となりますので、領収書については宛先を長野県木青連としてくださ

い。 

 また、但し書きと日付も必ず入れてください。 

 

 

 

 

 

口 座 

金融機関 八十二銀行  ○○支店 口座番号 №000000000 

口座名義人 長野県木青連 普通・当座 普通 

 

 

提出期限  平成 29年 1月末日（必着） 
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【領収書のコピー添付欄】 

 

 

領 収 書 
 

 

￥                円 
但し、･･･････････････････････ 

 

   平成  年  月  日 

                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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長野県木材青壮年団体連合会 
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関 係 各 位  様 

 

 

平成２８年度 

木材ＰＲ趣意書 
 

 

 昨今地球規模ですすむ環境破壊が問題となり、世界各地で異常気象といわれる現象が多く発生し、その原因の

ひとつとして地球規模ですすむＣＯ2 の増加による温暖化現象が挙げられています。 

 そのような背景のなか、森林によるＣＯ2 の吸収と木材の有効活用によるＣＯ2 の蓄積により地球温暖化を防

ぐことが真剣に考えられています。地球上で唯一再生可能な生物資源である木材の活用が見直され、「木を大切

に育てる時代」から「木を使う時代」へと移りつつあり、多くの人たちが木の有効活用に興味をもつようになっ

てきているようです。 

 そこで本年、我々長野県木青連は地球環境という視点からも木の有効利用の大切さを「木づかいの心」として

子供から大人までおおくの方々にＰＲ活動を通し伝えていきたいと思います。未だに、「木の利用」＝「木の伐

採」＝「環境破壊」という図式を信じている人たちが多いことも事実です。正しい考え方を正しく伝え、「木づ

かいの心」を多くの方に発信し、地球環境の保全と木材の有効利用をＰＲしていきたいと思います。 

 木材業界に携わる全ての方々とともに、業界の次世代を担う若者として会員一同、不屈の精神と英知を結集し

て、木材ＰＲに努めたいと思います。何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【スローガン】 

『 数は力！踏み出せ 木青連 』 

 

 

【基本方針】 

１．今まで以上に小さい子供達に木に親しんで貰おう 

２．今まで以上に木青連活動をアピールしよう。 

３．他団体との交流を深めよう。 
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平成２８年度 

木材ＰＲ事業計画 
 

 

 私たち長野県木青連は、森林の育成から木材の生産・加工・流通までに携わる立場から、森林資源と木材関連

製品の役割が幅広く理解される機会をつくり、木材の重要拡大を図るため、本年度は下記の項目を重点に関係各

位の絶大なるご協力、ご指導を得ながら実施してまいる所存ですので、何卒この趣旨にご賛同いただき、特段の

ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

  １．「長野県木育推進事業」長野県児童・生徒木工工作コンクールの開催 

  ２．木工教室、森林林業教室の開催 

  ３．１０月８日「木の日」ＰＲ活動の実施 

  ４．ＰＲカレンダーの斡旋 

  ５．木青連だより等の発行 

  ６．ＷＥＢやＳＮＳを活用した会員内交流と情報発信 

  ７．各団体、会員、関係諸団体との交流 

  ８．組織内外にコミュニケーションを深め、ネットワークを広げる 

 

 

 

   平成２８年５月 

長野県木材青壮年団体連合会 

平成２８年度  会  長           土 倉 宜 也 

ＰＲ活動担当副会長      田 中 一 興 

木工工作コンクール担当副会長      田 村 紘 一 

総務・財務担当副会長     山 﨑 泰 雄 
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平成２７年度 

木材ＰＲ事業報告 
平成２８年３月３１日 

１． 収支決算書 

  【収入の部】 

項  目 金  額 

ＰＲ事業協賛金 

長野県補助事業 

ＰＲカレンダー斡旋手数料 

その他事業収入 

1,170,000 円    

700,000 円    

140,800 円    

 119,494 円    

合  計 2,130,294 円    

 

【支出の部】 

項  目 金  額 

長野県木工工作コンクール事業費 

会団ＰＲ事業費 

県ＰＲ事業費 

1,298,463 円    

222,000 円    

367,400 円    

事業運営費 242,431 円    

合  計 2,130,294 円    

 

２．事業報告 

  （１）長野県児童・生徒木工工作コンクールの開催 

  （２）親子木工教室等の開催 

  （３）森林教室等の開催 

  （４）１０月８日「木の日」ＰＲ活動の実施 

  （５）信州山の日イベント、環境フェアへの参加 

  （６）木材活用コンクールによる木の新たな需要の開拓 

  （７）ＰＲカレンダー等の斡旋 

  （８）木青連だよりの発行・配布 

  （９）ＷＥＢやＳＮＳを活用した会員内交流と情報発信 

  （10）県木連との合同で県議会農政林務委員会との懇談会への参加 

  （11）関係行政機関及び諸団体との連携強化 

 

 平成２７年度は以上の事業を行ったことをご報告申し上げます。 

長野県木材青壮年団体連合会 

平成２７年度  会  長           田 中 俊 章 

ＰＲ活動担当副会長      土 倉 宜 也 

木工工作コンクール担当副会長      寺 西   勝 

総務・財務担当副会長     田 中 雄 介 
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                           平成２８年５月２１日 

 

会団長・各位 

 

長野県木材青壮年団体連合会 

財務担当副会長  山﨑 泰雄 

 

ウッディレター配信料についてのお願い 

 

 下記の通り、平成２７年度のウッディレター配信料を下記の通り納入頂きますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．納入金額 

 

 

 

 

 

２．納入期限         ６月１７日（金） 

 

３．振 込 先 

             八十二銀行 本店営業部 

             店番号 ２１０ 口座番号 １１５５７８７ 

             口座名義   長野県木材青壮年団体連合会 

＊振り込み手数料は各会団にてご負担下さい 

会 団 名 注文数 
ご請求金額 

＠2，600円 

北信木青連  １０名 26,000円 

東信木青連 ９名 23,400円 

松本材青会 １７名 44,200円 
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平成 28年熊本地震による義援金について 

ご報告と御礼 

 

長野県木材青壮年団体連合会 

H28 年度会長 土倉 宜也 

 

 平成２８年４月１４日以降に熊本県熊本地方を震源とする熊本地震による甚大な災害で、犠牲

となられた多くの方々のご冥福をお祈りしますとともに、被災者、被災地域の皆様方々に心より

お見舞い申し上げます。 

 今回の地震に伴い被害を受けた地域に対しまして、お見舞いの気持ちと被災者への支援や災害

の復旧に役立てて頂くために、当会としまして、第 57 回長野県木青連会員北信大会のおり会員並

びに出席された皆様から義援金を募りましたところ下記のとおり報告いたします。 

 たくさんのご支援・ご協力ありがとうございました。 

 皆様からお預かりいたしました義援金につきましては、長野県木材協同組合連合会を通じて、

一般社団法人全国木材組合連合会から被災地へ送金させていただきます。 

 

記 

 

義援金総額        ５０，０００円 

  内訳≫第 57 回長野県木青連会員北信大会でお預かりした義援金   ３６，１１０円 

     長野県木青連 一般会計からの義援金           １３，８９０円 
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平成２８年度 理事予定者会議 議事録（案） 

 

日 時 ４月２日（土） 

場 所 林業センター                

【出席者】※予定者割愛 

 ◎ 会 長     土倉 宜也 

   直前会長    田中 俊章 

   監 事     田中 雄介 ≪欠席≫ 

   監 事     寺西 勝 

 ◎ 代行副会長   田中 一興 

 ◎ 副会長     山﨑 泰雄 

 ◎ 副会長     田村 紘一 

 ◎ 北信木青連 会団長   澁澤 一吉 ≪欠席≫ 

 ◎ 北信木青連 副会団長  山﨑 泰雄（副会長と兼任） 

 ◎ 東信木青連 会団長   土屋 善樹 

 ◎ 東信木青連 副会団長  齋藤 篤 ≪欠席≫ 

 ◎ 松本材青会 会団長   浅井 崇 ≪遅刻≫ 

 ◎ 松本材青会 副会団長  佐原 弘一 ≪欠席≫ 

 ◎ 事務局長    白石 直仁 

   事務局次長   宮崎 淳貴 

   事務局次長   赤羽 洋紀 ≪欠席≫ 

   事務局主事   松本 寿弘 

   日本木青連 出向  北信越地区長  印出 晃 

   日本木青連 出向  ６０周年記念事業委員副委員長  島田 直政 ≪欠席≫ 

   日本木青連 出向  木育推進委員会副委員長  中澤 勝成 

   日本木青連 出向  木育推進委員会委員  瀧沢 良夫 ≪欠席≫ 

   オブザーバー  日野原 和仁 

 

 出席者数１４名 ◎印は理事 

 

議長指名 会長より代行副会長を指名 

 

議事録作成指名  白石事務局長予定者 

 

定足数確認 理事１０名中、出席７名 委任状３名 欠席０名 成立致します。 

 

字句訂正  物故者の確認について、対象 会長及び歴代会長→現会員及び歴代会長に訂正 
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第１号議案  Ｈ２７年度第４回定例理事会議事録（案）承認の件 

       田中議長より正副事務局会議にて審議し、本議案は今回、取り上げない事となり

ました。 

 

第２号議案  Ｈ２８事業計画（案）承認の件 

       土倉会長より上程   

       意見等 印出北信越地区長より 

① 事業日程（案）の第１回北信越協議会開催日についてですが、６月

１２日を大会準備委員会と同日と致します。 

② 事務局を松本材青会の赤羽氏と致します。 

 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

第３号議案  平成２８年度事業予算（案）承認の件 

       土倉会長より上程  収支予算・会費明細・会団 PR会費拠出額の説明 

        

挙手にて採択 挙手多数  承認 

 

第４号議案  第５７回県会員北信大会開催(案）承認の件  

       土倉会長より上程   

       詳細 ５/７ ホテル国際２１にて開催。受付１５：００～登録料１万円 

 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

第５号議案  平成２８年度第１回理事会開催（案）承認の件  

       土倉会長より上程 

       詳細  ５/２１ 林業センターにて開催予定。 

       土倉会長より「議案の多い会議となります。皆様のご参加をお願い致します。」 

 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

 

 議事録作成人 H２８事務局長  白石 直仁 
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平成２７年度 臨時理事会 議事録（案） 

 

日 時 ５月７日（土） 

場 所 ホテル国際２１ 

【出席者】 

 ◎ 会 長     田中 俊章 

   直前会長    宮川 秀紀 

   監 事     瀧沢 良夫 ＜欠席＞ 

   監 事     大蔵 俊介 ＜欠席＞ 

 ◎ 代行副会長   土倉 宜也 

 ◎ 副会長     田中 雄介 

 ◎ 副会長     寺西 勝 

 ◎ 北信木青連 会団長   澁澤 一吉 

 ◎ 北信木青連 副会団長  山崎 泰雄 

 ◎ 東信木青連 会団長   土屋 善樹 

 ◎ 東信木青連 副会団長  田中 雄介 

 ◎ 松本材青会 会団長   降幡 聡 

 ◎ 松本材青会 副会団長  赤羽 洋紀  

 ◎ 事務局長    田村 紘一 

   事務局次長   山浦 豊弘 ＜欠席＞ 

   事務局次長   白石 直仁 

   事務局主事   松本 寿弘 

   日本木青連 出向  会長補佐  新井 藤弘 ＜欠席＞ 

   日本木青連 出向  副会長   小林 稔政 ＜欠席＞ 

   日本木青連 出向  専務理事  島田 直政 

   日本木青連 出向  木育推進委員会委員長  中澤 勝成 ＜欠席＞ 

   日本木青連 出向  木材利用推進委員会副委員長  印出 晃 

   オブザーバー  日野原 和仁 

 

 出席者数 16名  ◎印は理事 

 

 

議長指名 会長より土倉代行副会長を指名 

 

議事録作成指名  田村事務局長 
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定足数確認 理事 10名中、出席 10名 本日の会議は成立致します。 

 

字句訂正 なし 

 

第１号議案  H27年度 第 4回理事会議事録（案）承認の件 

       田中会長より上程   

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

第２号議案  H27年度 収支決算（案）承認の件 

       田中副会長より上程  

       詳細 黒字決算になった。要因は、会員 5 名増えた事。事業収入より文化

学園事業や小椅子キット販売事業を行なった為。また東信木青連からミニ

チュアハウス作成の補助金の一部を県に納めた事。県大会開催費節約で支

出が抑えられた。 

       木青連基金にて、全国大会事業費で 50万円取り崩している。 

              意見等・島田専務理事→黒字決算ですばらしい。東信木青連がやったミニ

チュアハウスのお披露目をぜひして頂きたい。 

       ・田中会長→6月の全国植樹祭のイベントで出展する予定でいる。   

       ・島田専務理事→次年度も販売事業を継続してやって頂きたい。大変お疲

れ様でした。 

       ・印出木材利用推進副委員長→基金取り崩しは一般会計に入れないのか。 

       ・田中会長→Ｈ27.28 年度事業の為、残った金額を一般会計に戻すか、ま

た基金に積み立てるか、来年度の総会に載せる。 

       ・松本事務局主事→一般会計に繰り入れるか、別会計で分けて特別会計の

形にしたほうがいいかも。 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

議事録作成人 H27年度事務局長  田村 紘一 
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平成２８年度 臨時理事予定者会議 議事録（案） 

 

日 時 ５月７日（土） 

場 所 ホテル国際２１ 

【出席者】※予定者割愛 

 ◎ 会 長     土倉 宜也 

   直前会長    田中 俊章 

   監 事     田中 雄介 

   監 事     寺西 勝 

 ◎ 代行副会長   田中 一興 

 ◎ 副会長     山﨑 泰雄 

 ◎ 副会長     田村 紘一 

 ◎ 北信木青連 会団長   澁澤 一吉 

 ◎ 北信木青連 副会団長  山﨑 泰雄（副会長と兼任） 

 ◎ 東信木青連 会団長   土屋 善樹 

 ◎ 東信木青連 副会団長  齋藤 篤 ≪欠席≫ 

 ◎ 松本材青会 会団長   浅井 崇 

 ◎ 松本材青会 副会団長  佐原 弘一 

 ◎ 事務局長    白石 直仁 

   事務局次長   宮崎 淳貴 

   事務局次長   赤羽 洋紀 

   事務局主事   松本 寿弘 

   日本木青連 出向  北信地区長 印出 晃 

   日本木青連 出向  ６０周年記念事業委員会副委員長 島田 直政 

   日本木青連 出向  木育推進委員会副委員長 中澤 勝成 ≪欠席≫ 

   日本木青連 出向  木材推進委員会委員  瀧沢 良夫 ≪欠席≫ 

   オブザーバー  日野原 和仁 

 

 出席者数１８名  ◎印は理事 

 

 

議長指名 土倉会長より田中代行副会長を指名 

 

議事録作成指名  白石事務局長 

 

定足数確認 理事１０名中、出席９名 委任状１名 成立致します。 

 

字句訂正 なし 
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第１号議案  Ｈ２８事業予算（案）承認の件 

       土倉会長より上程  収支予算変更箇所の説明 

       詳細  前期繰越金に変更があります。1,000,000.→1,346,858. 

           予備費が 943,000となります。 

        

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

 

議事録作成人 Ｈ２８年度事務局長  白石 直仁 
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平成２８年度 定時総会 議事録（案） 

 

        日 時 平成２８年５月７日（土） 

        場 所 ホテル国際２１ 

 

出席者２７名 （総会員数３８名中） 委任状１１名 

 北信木青連    １０名 

 東信木青連     ７名 

 松本材青会    １０名  

 

共立プラニング  日野原 和仁  

事務局主事     松本 寿弘  

 

 

司会進行                         H２７年度事務局長 田村紘一 

議長    第１号議案・第２号議案                     土倉宜也 

       第３号議案                              田中一興 

 

 

資料字句訂正箇所 

Ｐ１３ 会団ＰＲ事業費      210,000→216,000 

        小計             3,212,000→3,218,000 

        予備費            943,000→937,000 

 

    Ｐ１４ 個人会員 単価          13,000→10,400 

               会員割会費       26,000→20,800 

               合計          86,000→80,800 

               会員割会費合計   494,000→488,800   

               合計          1,634,000→1,628,800 
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平成２８年度 定時総会 議事録（案） 

        日 時 平成２８年５月７日（土） 

        場 所 ホテル国際２１ 

 

議長選出  会則により 平成２７年度議長を 土倉宜也 君 

                平成２８年度議長を 田中一興 君  

 

第１号議案  平成２７年度事業報告及び決算（案）承認の件 

  田中会長  上程  平成２７年度事業報告 及び 資料について報告される。 

  田中副会長     決算案について説明される。 

 

  監事欠席の為、田中会長より監査報告がされる。 

 

   挙手による採決 賛成多数 承認 

 

第２号議案  平成２８年度役員（案）承認の件 

  田中会長  上程  平成２８年度役員を説明する。 

 

   挙手による採決 賛成多数 承認 

 

役員席交代 

 

議長交代 

 

平成２８年度会長挨拶  土倉会長より挨拶 

 

第３号議案  平成２８年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件 

  土倉会長  上程 

        平成２８年度 会長指針を読み上げる 

        平成２８年度 事業計画・事業日程・Ｈ２８年度出向者を説明される。 

  山﨑副会長 平成２８年度 予算を説明する。字句訂正箇所の説明をされる。 

 

   挙手による採決 賛成多数 承認 

 

議事録作成人 平成２７年度事務局長  田村 紘一 

平成２８年度事務局長  白石 直仁 
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[第 ２号議案]

議案作成者

事　業　名　称 ：

担 当 副 会 長 ： 田中　一興

事　業　主　体 ：

実施予定日時 ：

実施予定場所 ： 長野県

対    象    者 ： 会団・会員・その他

趣　旨 ・目　的 ：

事　業　内　容 ：

②斡旋手数料

③請求及び集金

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ：

予　　　　　算 ： 別紙の通り

担      当     者 ：

外 部 協 力 者 ：

　［連絡先]

添　付　資　料 ： 予算書

申込み用紙

　個人会員へは、申し込み書等を共立プラニングより発送していただく。

木青連の活動を広める。

　各会団ごとに斡旋活動をしていただく。

平成２8年PRカレンダー斡旋事業

長野県木材青壮年団体連合会

第一次締め切り　９月３日（土）　　最終締め切り　10月1日（土）

　請求及び集金は各会団ごとに行なっていただく。

　６月中旬～申し込み書・カレンダー見本配布

　個人会員への請求及び集金は、県木青連が行なう。

平成28年PRカレンダー斡旋（案）

①PRカレンダーを斡旋する。

斡旋手数料により県木青連・各会団共に事業収入を得て、木青連活動に活かす。

　個人会員への斡旋手数料は県木青連へ＠１００円とする。

★　事業計画書 PRｶﾚﾝﾀﾞｰ担当副会長　田中　一興

　斡旋手数料は１部につき会団へ＠５０円、県木青連へ＠５０円とする。

PRカレンダー担当副会長　田中　一興

１０月1日　　最終締め切り

ＴＥＬ026－２３８－８８７７　ＦＡＸ０２６－２３８－８８７０

　その上で斡旋手数料を引いた金額を県木青連に支払っていただく。　

５月下旬　（株）共立プラニング　日野原氏との打ち合わせ

　９月3日　　第１次締め切り　　　　　　

１１月～　　　カレンダー発送

（株）共立プラニング　日野原氏
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[第２号議案]

収支予算書

大項目 中項目 前年度決算額 予算額 摘要

事業収入 PRカレンダー 1,375,460 1,400,000

日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ 21,500 50,000

収入合計 1,396,960 1,450,000

　

大項目 中項目 前年度決算額 予算額 摘要

PR事業費 PRカレンダー 1,207,260 1,220,000

日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ 19,000 43,000

PRカレンダー諸費用 32,675 30,000 見本帳印刷費・申込書・発送費等

支出合計 1,258,935 1,293,000 (税込)

収入の部 1,396,960 1,450,000

支出の部 1,258,935 1,293,000

手数料収入 138,025 157,000 (税込)　本会計へ繰入

　 日木青カレンダー分　50,000円－43,000円＝7,000円

平成28年PRカレンダー斡旋事業予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

* PRカレンダー分　1,400,000円－1,250,000円＝150,000円
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平成28年6月吉日

■下記のいずれかに必ず○印をお付けください。

〔　 〕変更点無し
〔　 〕今年の版下を修正したい（変更点がある）。

長野県木材青壮年団体連合会 さい。今年の原稿をコピーし、修正点を書き加えて頂くと大変助かります。
　　会　長　　　　土倉　宣也 社名やマークの変更時には別途清刷りもしくは、出力用データをご添付ください。　　　　　　　　　

御社名 ご担当者

ご住所〔〒　　　-　　　　　　〕
TEL

拝啓 FAX
　初夏の候　貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。
　日頃は、木青連の各事業に対しまして、格別なるご協力を賜り誠にありがとうございます。 No. 種類 定価 数量 特価 金額
　さて、毎年大変ご好評をいただいております、各社名入りオリジナルカレンダーを、本年も引き ① 11706 リーフ 2,030 ※490
続き頒布することになりました。 470
　他ではできない特別価格での頒布です。貴社のＰＲにぜひご活用ください。 ② 11762 グリーン３ヶ月 2,550 ※490
　つきましては、下記に要領でお申込くださいますようお願い申し上げます。 470

③ 10565 年齢別健康チェック 2,030 ※430
敬具 カレンダー 410

④ 10761 元気が出る 1,950 ※460
かれんだあ 440

⑤ 10905 文字月表 1,330 ※310
300

⑥ 10972 ３ヶ月スケジュール 1,330 ※350
カレンダー 320

● 注文は、最低50部以上とさせていただきます。 ⑦ 11512 数奇屋の住まい 3,640 ※630
● 100部未満のご注文は、一部あたり10円～30円増しです。 620
● ２色以上の印刷は、１色につき一部あたり15円増しです。 ⑧ 11514 現代住宅 3,630 ※570
● 新規での版下制作、または社名・マーク修正の場合は、別途1,500円を申し受けます。 560
● 版下の一部修正の場合は、別途500円を申し受けます。 復刻版 10984 スーパーカラージャンボ 3,930 ※750
● 送料につきましては、１ヶ口（100部単位）につき500円を別途申し受けます。 740
● どの金額につきましても消費税を含みます。 復刻版 SB-049 美しい緑 2,730 ※570

560

 ※印は、100冊未満の価格です。価格には消費税が含まれております。
※400部以上のご注文につきまして更に割引になります（1部あたり10円割引）。

■ 第一次締切　平成28年  9月3日(土) ≪注意点≫
■ 最終締切　　 平成28年10月1日(土) ・各カレンダーの体裁につきましては別紙見本帳をご確認ください。

新規版下製作費 円
※ 不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 送料 円

取扱代行 株式会社共立プラニング　第４営業局　日野原　和仁
〒380－0813　長野市鶴賀緑町1618-6 合計金額（消費税込み） 円
TEL　026-238-8877　　FAX　026-238-8870 (送料･色刷料金･版下制作費は、別途申し受けます）
E-mail　　kp00092@kyoritz-p．ｃo．jp

※締め切りを過ぎてのご発注は欠品の恐れがござい
ます。予めご了承ください。また、納期に関しましても
年内でのお納めが難しくなってまいります。

・日本木青連発行のカレンダーにつきましては､直接日本木青連事務局にお申し込みくださ
いますようお願い申し上げます。

お申し込み用紙

平成28年(2017年用)オリジナルカレンダーのご案内

⇒変更点を必ず郵送（もしくはFAX）してくだ

※お届け先が、上記住所と異なるときは、その旨お申し付けください

お申し込み要綱
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［第 ３ 号議案］

議案作成者
事 業 名 称 ：
担 当 副 会 長 ： 田村　紘一
事 業 主 体 ：
実 施 予 定 日 時 ：

表彰式（予定）：平成 ２８ 年 １１ 月 ５ 日　（土）
実 施 予 定 場 所 ： 審査会（予定）：松本合同庁舎　５０２会議室

表彰式（予定）：松本市　やまびこドーム（信州バザール内）
対 象 者 ： 長野県下　小・中・盲・ろう・養護学校の児童生徒
趣 旨 ・ 目 的 ：

事 業 内 容 ：

　作品を決定する。

・最優秀賞（県知事賞）の作品を、全国児童・生徒木工工作コンクールに出品する。

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ： ５月 　　　　会場仮押さえ 　９月  ９日（金）　　　　 応募締め切り　　　　　　
６月上　　　共催・後援依頼 　９月２３日（金）まで　　地区審査、結果報告
６月中　　　趣意書等の配布 　９月３０日（金）まで　　県報告
８月上　　　審査員の依頼 １０月  ５日（水）　　　　 県審査会（松本合同庁舎）

１０月１７日（月）～２１日（金）
　　　　　　　　　　　　　 　作品展示（松本合同庁舎）
１１月  ５日（土）　　　　 表彰式
　　　　　　　　　　　　　 　（松本市やまびこﾄﾞｰﾑ）
１１月１４日（月）～１８日（金）
　　　　　　　　　　　　　 　作品展示（長野県庁）

実 施 ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ ： 審査会ｽｹｼﾞｭｰﾙ（予定） １１：００～１２：００　　　会場準備（役員）
１０月 ５日（水） １２：００～１３：２０　　　作品搬入

１３：２０～１３：３０　　　審査員　集合・受付
１３：３０～１３：５０　　　開会
１３：５０～１４：２０　　　審査
１４：２０～１４：３０　　　審査結果発表
１４：３０～１４：４０　　　講評
１４：４０　　　　　　　　　閉会
１４：４０～１５：００　　　写真撮影・片付け

表彰式ｽｹｼﾞｭｰﾙ（予定） 　　：　　～　　　　　　　 集合・準備
１1月　５日（土） 　　：　　～　　　　　　　 受賞者集合

　　　　　　　　　　　　　 プレゼンター集合
　　：　　～　　　　　　　 開会
　　：　　～　　　　　　　 記念写真撮影
　　：　　　　　　　　　　　閉会

予 算 ： 別紙の通り

担 当 者 ：
外 部 協 力 者 ：

　［連絡先]
添 付 資 料 ： 予算書

応募要領

・各地区（会団）ごとに、作品を取りまとめ事前審査を行ない、佳作および審査会提出

ＴＥＬ０２６－２３８－８８７７　ＦＡＸ０２６－２３８－８８７０
（株）共立プラニング　日野原氏

・入選作品を県庁等に展示し、事業のPRをする。
・審査員をお招きし、出品作品の中から各賞を決定する。

木工工作担当副会長　田村　紘一

　る。

子供たちに木を使って自由な発想で物を創る喜びを感じ取ってもらう。

・対象学校に趣意書を配布するとともに、多くの作品を出品してもらうようにお願いす

平成２８年度　第３９回長野県児童・生徒木工工作コンクール事業計画（案）

長野県木材青壮年団体連合会

また、木を使うことにより、自然との関わり方や自然の温かみを学んでもらう。

審査会（予定）：平成 ２８ 年 １０ 月 ５ 日　（水）

平成２８年度　第３９回長野県児童・生徒木工工作コンクール
★　事業計画書 木工工作担当副会長 田村　紘一
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収支予算書

大項目 予算額 摘要

PR事業費 1,300,000

収入合計 1,300,000

大項目 予算額 摘要

事業費 357,000
趣意書、出品票、持込先リスト、ポスター、
会団管轄外学校発送費等

1,000

537,000 入選・優秀賞・佳作・努力賞

≪内訳≫ 入選 101,000 材料代、加工代等（10個）

優秀賞 59,500 @5,950×10枚

佳作 81,500 B4版　@163×500枚

努力賞 288,000 A4版　@72×4,000枚

雑費 7,000 賞状用紐・金具・箱代

69,000

≪内訳≫ 入選 47,000 5,500×4(知事賞)、5,000×5(特別賞)

優秀賞 22,000 10個(2,200円)

佳作 0

10,000 概要ポスター、クロス等

表彰式 72,000

≪内訳≫ 会場使用料 15,000 会場使用料

表彰式設営費 16,000 ｽﾃｰｼﾞ、音響一式、看板等

表彰式ｱｼｽﾀﾝﾄ代 5,000

雑費 36,000 賞状発送費、紙袋代、振込手数料等

50,000 受賞者への交通費等補助（H27年度受賞者）

50,000

46,000 送料、振込手数料、事務通信費他

108,000

支出合計 1,300,000 (税込)

広告費

全国大会交通費

通信・印刷費

平成28年度　第39回児童・生徒木工工作コンクール収支予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

中項目

県木工工作コンクール事業費

作品運搬費

資料作成発送

展示用備品

中項目

審査会

記念品

賞状
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【木育推進事業】平成２ ８ 年度 

長野県児童・生徒木工工作コンクール事業計画（案）  

 

 

１ 趣  旨 

    近年、インターネットや家庭用ゲーム機などの普及により自然素材を使った遊びなどが衰退して

きてはいますが、日本建築や工芸品などの「木の文化」は徐々に受け継がれています。その文化や

伝統もその素晴らしさを大切にする心がなければいずれ枯れ果ててしまいます。 

そのような中で、長野県木青連では、木の文化を継承する子供達の心を育てる意味でも木育推進

事業の一環として長野県下の小学校・中学校及び特別支援学校の児童生徒を対象とした「長野県児

童・生徒木工工作コンクール」を開催し、子供たちが木に触れあい木を身近に感じ愛着を持ちなが

ら森林の大切さや役割等を一緒に学んでもらい木の文化を大切にしていっていただきたいと考え、

標記事業を実施します。 

 

２ 主  催 

   長野県木材青壮年団体連合会 

 

３ 共  催（予定） 

   長野県 

   中部森林管理局 

   (公財)長野県緑の基金 

   長野県県産材振興対策協議会 

   長野県木材協同組合連合会 

 

４ 後  援（予定） 

  長野県教育委員会、(一財)長野県建築住宅センター、長野県森林組合連合会、ＮＨＫ長野放送

局、ＳＢＣ信越放送、ＮＢＳ長野放送、テレビ信州、ａｂｎ長野朝日放送、長野エフエム放送、 

新建新聞社、長野県民新聞社 

 

５ 事業日程 

  別紙のとおり 

 

６ 応募要領 

  （１）応募要件 

    ア）応募資格 

       長野県下の小学校、中学校、盲・ろう・養護学校の児童生徒の皆さん 

    イ）募集区分 

       長野県内の小学校低学年（１～４年生）、小学校高学年（５～６年生）、中学校、盲・

ろう・養護学校の４部門とし、各々児童生徒の個人またはグループとします。 

    ウ）作品基準 

      ①テーマ   自由（ただし、木材を主材料として利用・加工した創作品であること） 

      ②大きさ   １辺が７５cm以内（タテ・ヨコ・高さ 全て７５cm以内） 

      ③その他   注1≫ 搬入搬出において、壊れにくいもの 

（破損した場合の責任は負いません） 

    エ）免責事項 

      ①万一破損などが発生した場合は、本会にて補修等を試みますが、完全に元通りにはな

らない場合もありますことを予めご了承願います。 

      ②前記①および作品の送付返信等による破損、紛失等については、誠に恐れ入りますが

代償の支払い等を含めいかなる責任も負うことはできません。 
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    オ）個人情報 

       応募者の個人情報は、当連合会で厳重に管理し本コンクール以外の利用は致しません。 

       なお、本コンクールに入賞した場合、入賞者の作品名・氏名・学校名・学年について

は、報道機関を含む共催・後援機関等へ発表させていただきます。 

  （２）作品応募締切 

       平成２８年 ９月 ９日（金） 

      【送り先】 

        最寄りの長野県木材青壮年団体連合会加盟の木材店まで 

  （３）審  査 

    ア）基準 

       各学年としての発想に留意して、以下の各項を充たすもの。 

       また、小学校低学年(１～４年）、小学校高学年(５～６年)、中学校、盲・ろう・養護

学校の以上４部門に分けて審査を行なう。 

        ■子供の頭で考え、子供の手で作ったもの。 

        ■木の持味を生かし独創性に優れていること。 

        ■機能、デザインが優秀であること。 

        ■工作技術が優秀であること。 

    イ）審査会（予定） 

       日時／平成２８年１０月５日（水） 

       場所／松本合同庁舎 ５０２会議室 

    ウ）審査員（予定） 

       長野県 

       長野県教育委員会 

       中部森林管理局 

       (公財)長野県緑の基金 

       長野県県産材振興対策協議会 

       長野県木材協同組合連合会及び主催者側から数名選任 

    エ）賞（予定） 

      ■最優秀賞（長野県知事賞） ・・・・・・・・・・ 全作品の中から３点～４点 

      ■長野県教育委員会賞 ・・・・・・・・・・・・・     〃  １点 

      ■中部森林管理局 局長賞 ・・・・・・・・・・・     〃 

      ■(公財)長野県緑の基金 理事長賞 ・・・・・・・     〃 

      ■長野県県産材振興対策協議会 会長賞 ・・・・・     〃 

      ■長野県木材協同組合連合会 理事長賞 ・・・・・     〃 

      ■長野県木材青壮年団体連合会 会長賞 ・・・・・     〃 

      ■優秀賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃  １０点 

      ■佳 作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃   （約５００点） 

      ■努力賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記賞以外の応募作品全員 

    オ）発表 

      木青連担当者から各学校を通じて受賞者の児童生徒の皆さんにお知らせする。 

  （４）表彰式（予定） 

      日時／平成２８年１１月５日（土） 

      場所／松本市 やまびこドーム（信州バザール内） 

  （５）作品展示（予定） 

      長野県林務部並びに松本地方事務所林務課様のご協力のもと、長野県庁及び松本合同庁

舎１階ロビーにおいて、審査会後、約１～２週間優秀賞に選ばれた作品の展示を行なう。 

      また、各地区においても出来るだけ展示をする。 

      ■松本合同庁舎 ロビー展示／平成２８年１０月１７日（月）～ １０月２１日（金） 

      ■長野県庁 ロビー展示  ／平成２８年１１月１４日（月）～ １１月１８日（金） 
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別 紙  

 

 

事 業 日 程 （案） 

 

 

年  月  日 場 所 内   容 

平成２８年 ６月上旬 県下全域 各関係機関へ共催・後援依頼書送付 

平成２８年 ６月中旬 県下全域 長野県下の全学校長宛に案内送付 

～ ８月末 県下全域 
木工作品製作(学校又は夏休み期間中) 

各材料の提供配布は地元会員が手配 

９月 ９日 県下全域 作品応募締め切り（作品の回収） 

９月１０日～９月２３日 県下全域 各地区審査会を実施 

～ ９月３０日 県下全域 
作品の集計表とりまとめ 

県木青連事務局へ提出 

１０月 ５日 松 本 市 長野県 審査会 

１０月１７日～２１日 松 本 市 
最優秀賞(県知事賞)等展示 

松本合同庁舎１Ｆロビー 

１１月 ５日 松 本 市 
表彰式 

松本市 やまびこドーム（信州バザール内） 

１１月１４日～１８日 長 野 市 
最優秀賞(県知事賞)等展示 

長野県庁１Ｆロビー 

平成２９年 ２月（予定） 全  国 
全国審査会に長野県最優秀賞の作品を 

出展 

平成２９年 ６月（予定） 全  国 全国表彰式 
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[第４号議案] 

役員選考委員会設置（案） 

 

事業計画書                          議案作成人 会長 土倉 宜也 

★役員選考委員会設置 

事 業 名 称 ： 役員選考委員会設置 

担 当 ： 会長 土倉 宜也 

事 業 主 体 ： 長野県木材青壮年団体連合会 

実施予定日時： 平成２８年度 

実施予定場所： 

対 象 者 ： 長野県木材青壮年団体連合会 

会員３７名 

趣旨・目的： 長野県木材青壮年団体連合会会則に基づき、役員選考委員会を 

設置する。 

事 業 内 容 ： 平成２８年度役員を選考する。 

委 員 長 ： 会長 土倉 宜也 

委 員 ： 田中（俊）直前会長・田中（一）代行副会長・山﨑副会長・田村副会長 

澁澤会団長・土屋会団長・浅井会団長 

準備スケジュール： 平成２８年７月２３日（土）第２回定例理事会にて審議 

以降、選考委員会のスケジュールによる 

平成２８年１２月３日第３回定例理事会にて次年度役員の選出 

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： 理事会終了時に選考委員会を開催することを基本に随時開催 

担 当 者 ：会長 土倉 宜也 

外部協力者： 

添 付 資 料 ： 
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［第5号議案］

平成２８年７月２３日（土）

未定

住所

ＴＥＬ

[長野県木青連]

正副会長・事務局会議 １４：００～１４：５０

第2回定例理事会 １５：００～１７：００

第2回定例理事会開催(案）

日 時

場 所

スケジュール
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［第 ６ 号議案］

議案作成者

事 業 名 称 ：

担 当 副 会 長 ： 山崎　泰雄

事 業 主 体 ：

実施予定日時 ：

実施予定場所 ： 原村　八ヶ岳自然文化園　　※小雨決行

対 象 者 ： 信州山の日イベント来場者
趣 旨 ・ 目 的 ：

木の良さを体感していただく。

事 業 内 容 ：

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：
７月２４日（日）実施
■木青連
　・材料
　・木工工作道具（ノコギリ、カナヅチ、釘抜き、釘、紙ヤスリ、キリ、
　　木工用ボンド）
　・ブルーシート
　・コンパネ
　・掃除道具（ほうき、ゴミ袋等）
　・スタッフの昼食（お弁当等）
　・テント（木青連側で用意）

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ： ７月２４日　　９：００～　　集合
　　　　　　　９：００～　　材料搬入
　　　　　　１０：００～　　オープン
　　　　　　１０：００～　　木工教室スタート

①10：00-10：50　20組
②11：00-11：50　20組
③12：30-13：20　20組
④13：30-14：20　20組
⑤14：30-15：20　20組

　　　　　　１６：００～　　撤収　

予 算 ： 別紙の通り

担 当 者 ：
外 部 協 力 者 ： （株）共立プラニング　日野原氏
　［連絡先] ＴＥＬ０２６－２３８－８８７７　ＦＡＸ０２６－２３８－８８７０

添 付 資 料 ： 予算書

７月上旬　椅子のキット作成

■会場レイアウト（未定）

★　事業計画書 副会長　山崎　泰雄

副会長　山﨑　泰雄

　する。

・１００セット
・イス作り（イスキット）

県産材（杉）の椅子づくりを通して来場者に木材に触れて創る喜びを感じて

・長野県林務部が主催する「信州山の日イベント」の中の木工教室を開催

信州山の日イベント2016　木工教室事業計画（案）

長野県木材青壮年団体連合会

平成２８年　７月２４日　(日）　10：00～16：00

信州山の日イベント2016　木工教室
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収支予算書

大項目 予算額 摘要

事業費 165,000

収入合計 165,000

大項目 予算額 摘要

事業費 81,000 県産材（杉）810円×100ｾｯﾄ

16,200 162円×100ｾｯﾄ

5,000 運搬費（搬入・搬出）

備品、雑費等 10,800 釘・ブルーシート等

印刷費 2,000

テントリース代 50,000

支出合計 165,000 (税込)

材料カット代

搬入費

中項目

信州山の日制定記念イベント　収支予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

中項目

ＰＲ事業費

材料費
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会団名　：

午前 午後 お弁当

※ 報告期限　７月１日（金）までに事務局へ報告願います。

信州山の日イベント木工教室　人数確認表

７ /２４
（日）

備考
確認欄（○印をしてください）

参加者　氏名月　日

（株）おちあい 山崎 泰雄 宛
ＦＡＸ：０２６－２２６－２０８３
メール：yasuo@cotton.ocn.ne.jp
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第 ７ 号議案

議案作成者副会長　山﨑　泰雄

事 業 名 称 ：
担 当 副 会 長 ： 山崎　泰雄
事 業 主 体 ：
実施予定日時 ：

　　　　　　　　３１日（日）　10：00～16：00
実施予定場所 ： 長野市　ビックハット（若里多目的スポーツアリーナ）
対 象 者 ： 一般県民
趣 旨 ・ 目 的 ：

持ちながら「ものを作る喜び」を知ってもらうとともに、森林の役割や

事 業 内 容 ：

　今年度もイス作り等の木工作体験等行う。

準備ｽ ｹ ｼ ﾞ ｭ ｰ ﾙ ：
出席人数等の確認　　※報告期限　７月１日（金）まで

■木青連
・材料（イスキット材料）
・木工工作道具（ノコギリ、カナヅチ、釘、紙ヤスリ、キリ、ｲﾝﾊﾟｸﾄ
　　　　　　　　釘抜きなど）
・掃除道具（掃除機、ほうき、ゴミ袋等）

実施ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ ：
※駐車場は、カネボウ跡地に駐車してください。

予 算 ： 別紙「予算書」のとおり

・出展料---免除
・材料費---県木青連負担
　※県補助事業の対象になるので、木青連予算（県PR事業費）の中で支出する。

・昼食代---環境フェア事務局にて用意してもらえる

担 当 者 ： 副会長　山崎　泰雄
外 部 協 力 者 ：
［連絡先]

添 付 資 料 ： スケジュール
参加者人数確認表
予算書

TEL：026－238－8877　FAX：026－238－8870

信州環境フェア２０１６[木工教室]

木育事業の一環として、子供たちが木に触れあい木を身近に感じ愛着を

（株）共立プラニング　日野原氏

別紙「スケジュール」のとおり

別紙「スケジュール」のとおり

・信州環境フェア実行委員会、長野県地球温暖化防止活動推進センター
　が主催する「信州環境フェア2016」の中で木工教室を開催する。

・数量予定　イス作り　：1日 50セット×2日間　100セット（＋予備10ｾｯﾄ）
・イス作り木工作体験等

信州環境フェア２０１６[木工教室]事業計画（案）

★　事業計画書

長野県木材青壮年団体連合会

木材の良さ及び利用方法等について学んでもらう。

平成２８年　７月３０日（土）　10：00～17：00
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月日 内　　容

16:00 ～ 搬入(材料等搬入)

9:30 ビッグハット集合

9:30 ～ 10:00 準備

10:00 ～ 一般来場開始

（開催中）

12:30～13:00　昼食

～ 17:00 終了・片付け

解散

9:30 ビッグハット集合

9:30 10:00 準備

10:00 ～ 一般来場開始

（開催中）

12:30～13:00　昼食

～ 16:00 終了

16:00 ～ 17:30 片付け・解散

７/３１
（日）

信州環境フェア２０１６[木工教室]事業計画（案）

時　間

７/２９
（金）

７/３０
（土）

【ミニイスづくり】 

受付時間 開始時間 組数 

■午前の部 

１０：００～ 

第１回目  １０：３０～１１：２０ １０組 

第２回目  １１：３０～１２：２０ １０組 

■午後の部 

１２：３０～ 

第３回目  １３：３０～１４：２０ １０組 

第４回目  １４：３０～１５：２０ １０組 

第５回目  １５：３０～１６：２０ １０組 
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※ 報告期限　７月１日（金）までに事務局へ報告願います。

会団名　：

午前 午後 お弁当

７ /３０
（土）

７ /３１
（日）

信州環境フェア２０１６[木工教室]　人数確認表

月　日 参加者　氏名
確認欄（○印をしてください）

備考

（株）おちあい 山崎 泰雄 宛
ＦＡＸ：０２６－２２６－２０８３
メール：yasuo@cotton.ocn.ne.jp
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収支予算書

大項目 予算額

PR事業費 129,000

収入合計 129,000

大項目 予算額

事業費 89,100

17,820

運搬費 2,500

印刷費 5,000

雑費 14,580 消耗品等（釘・ボンド等）

支出合計 129,000 (税込)

中項目

材料費　椅子部材（すぎ）

材料加工費

摘要

110セット(55ｾｯﾄ×2日)×@810(税込)

イス：110セット×＠162(税込)

「信州環境フェア2016　木工教室」収支予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

中項目

県ＰＲ事業費

摘要
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[協議事項] 

長野県木青連 各種情報共有・発信ツールについて  

現在の情報共有・発信のツールは以下のものがあります。 

各ツールの使用目的・方法を再確認し、対外的な発信と会員内の情報共有と発信を効率の良いものにし

たいと思います。 

また、SNS を利用したさらに効率の良いツールを検討していきたいと思います。 

 

○長野県木青連公式ホームページ パスワード nmsr00 http://n-msr.com 

 ・対外的な情報発信を目的として、長野県木青連の信用を得る・概要を伝える基幹的ツール 

 ・組織内の専用ページにて、総会・定例理事会資料等を保存、配布 

 

〇日本木青連公式ホームページ ユーザー名 kodama パスワード 28 

               http://www.mokuseiren.jp/ 

 

○長野県木青連 E-mail          n-msr@siren.ocn.ne.jp 

・主に長野県木青連の対外的な連絡に使用 

 

○平成２８年度事務局 E-mail    mokuzai@valley.ne.jp 

・主に平成２８年度事務局からの組織内連絡に使用 

 

○長野県木青連 Facebook ページ   http://www.facebook.com/mokuseiren 

 ・一般公開中 

 ・活動状況や対外的な情報発信を投稿するコミュニケーションツール 

 

～今後の検討予定～ 

○長野県木青連 Facebookグループ（理事役員・事務局用、全会員用） 

 ・非公開  

・組織内の情報発信、共有を目的としたコミュニケーションツール。 

・イベント機能による出欠確認も可能 

・ファイル・写真等の共有 

 

○長野県木青連 LINEグループ (執行部用、理事役員・事務局用) 

 ・グループ内の複数人同時チャット・通話 

 ・既読機能による確認が可能 

 

○長野県木青連 Twitter 

 ・木工工作コンクールの開催情報などを定期投稿（←自動化可能）する 

 ・情報発信の口コミ効果的な効果を期待 
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 １０日（金）スタッフスケジュール①

１Ｆ ５・６Ｆ ８Ｆホワイエ ８Ｆホール 瑞雲の間 聚楽の間 天山の間 寿の間 栄の間 27下荒 28越井 28横尾 27石川 27福寺尾 多田 山口 水口 川端康 玉木 町井 石谷 笠松 川井 竹下 西島 圓道 （石） （石） （石） （石） （石） （石） （石） （長） （長） （長） （長） （長） （長） （長）

8:00

8:15

8:30 フジタ集合 フジタ集合 駅集合 駅集合 駅集合 駅集合

8:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

9:00 会場入 会場入 会場入 会場案内 会場案内 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

9:15 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

9:30 H28常任 H28常任 H28常任 １Ｆ設営 １Ｆ設営 １Ｆ設営 １Ｆ設営 １Ｆ設営 １Ｆ設営

9:45

10:00

10:15

10:30 駅集合 駅集合

10:45 引き継ぎ 引き継ぎ

11:00 一旦解散 一旦解散

11:15

11:30

11:45

12:00 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩

12:15

12:30 H27常任 H27常任 H27常任 H27常任 アオサ集合 駅集合 駅集合

12:45 引き継ぎ 引き継ぎ

13:00 H27理事 H27理事 H27理事 H27理事 H27理事 ８Ｆ設営 ８Ｆ設営 ８Ｆ設営 ８Ｆ設営 ８Ｆ設営 ８Ｆ設営 １Ｆ管理 一旦解散 一旦解散

13:15 物産ＰＲ 物産ＰＲ 物産ＰＲ 物産ＰＲ 物産ＰＲ 物産ＰＲ 物産ＰＲ

13:30

13:45

14:00 アオサ移動 H28理事 H28理事 アオサ移動 アオサ移動

14:15

14:30 駅集合 駅集合

14:45 引き継ぎ 引き継ぎ

15:00 進行リハ 進行リハ 進行リハ 受付クロ 受付クロ 受付クロ 受付クロ 受付クロ 受付クロ 受付クロ 一旦解散 一旦解散

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動

17:15

17:30 フジタ打合 フジタ打合 フジタ打合 フジタ打合 フジタ打合 フジタ打合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合

17:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

18:00 来賓対応 来賓対応

18:15

18:30 会場入 会場入 会場入 会場案内 会場案内 会場案内 受付⑩ 会場案内 受付① 会場案内 会場案内 受付② 受付③ 受付④ 受付⑤ 受付⑥ 会場案内 会場案内 受付⑦ 受付⑧ 受付⑨ 受付⑪ 受付⑪

18:45

19:00 参加 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待

19:15

19:30 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加

19:45

20:00

20:15 移動 移動 移動 移動 移動 参加

20:30 片町案内 片町案内 片町案内 片町案内 片町案内

20:45

21:00 2次会 2次会 2次会 挨拶廻り 挨拶廻り 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 来賓接待 お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り 来賓接待 来賓接待 お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

23:00

20160514

ＯＢ執行部 応援

前夜祭

事務局 総務

実行委員
作品管理

出展者
搬入・設営

進行
リハ

業者
作品管理

歴代
会長・
専務
理事会

通常総会

音響照明
調整

楽屋設営 平成28年度
常任理事会木工・木活

展示会場
基礎設営

平成27年度
常任理事会

作品展示

キャプション
取付

６０１
ＡＢＣ

６０２

準備

物産・
企業ＰＲ
基礎設営

受付設営

クローク
設営

映像設営
調整

平成27年度
理事会

平成28年度
理事会

歴代
大会実行
委員長会

全国
会団長
会議

委員会

前夜祭

歴代
大会実行
委員長会

委員会

歴代
会長・
専務
理事会

前夜祭 前夜祭 前夜祭 前夜祭

アオッサ会場 グランユアーズ会場
時間

歴代
大会実行
委員長会

通常総会

全国
会団長
会議
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１０日（金）スタッフスケジュール②

１Ｆ ５・６Ｆ ８Ｆホワイエ ８Ｆホール 瑞雲の間 聚楽の間 天山の間 寿の間 栄の間 井波 大藤 仕入 川崎 大坂 鳴海 小林 時田 寺尾 川端 佐々木 ❶ ❷ ❸ ❹ 古谷 松井 堀内

8:00

8:15

8:30 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合

8:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

9:00 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

12:45

13:00 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

13:15 席札貼り 席札貼り 席札貼り 席札貼り 席札貼り 席札貼り 席札貼り 席札貼り

13:30

13:45

14:00 司会打合 司会打合 アオサ集合 アオサ集合

14:15 打合せ 打合せ

14:30

14:45

15:00 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ 進行リハ

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45 フジタ集合

17:00 進行打合 進行打合 進行打合 進行打合 進行打合 進行打合 進行打合 移動 解散 進行打合

17:15

17:30 三好リハ 三好リハ 三好リハ 三好リハ 三好リハ 三好リハ 三好リハ 三好リハ

17:45

18:00

18:15

客入れ 18:30 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ

18:45

19:00 進行管理 司会進行 アテンド 着ぐるみ 着ぐるみ 着ぐるみ 着ぐるみ 参加 司会進行

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00 お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

23:00

業者
作品管理

歴代
会長・
専務
理事会

通常総会

進行

音響照明
調整

楽屋設営 平成28年度
常任理事会木工・木活

展示会場
基礎設営

平成27年度
常任理事会

作品展示

キャプション
取付

６０１
ＡＢＣ

６０２

準備

物産・
企業ＰＲ
基礎設営

受付設営

クローク
設営

映像設営
調整

平成27年度
理事会

歴代
大会実行
委員長会

全国
会団長
会議

委員会

前夜祭

アオッサ会場 グランユアーズ会場
時間

式典 懇親会

平成28年度
理事会

実行委員
作品管理

出展者
搬入・設営

進行
リハ

20160514
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 １１日（土）スタッフスケジュール①

ＧＹ会場

１Ｆ ５Ｆ ６Ｆ ８Ｆホワイエ ８Ｆホール 天山の間 27下荒 28越井 28横尾 27石川 27福寺尾 多田 山口 水口 川端康 玉木 町井 石谷 笠松 川井 竹下 西島 圓道 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ （石） （石） （石） （石） （石） （石） （石） （石） （石） （石）

オープン 8:00

8:15

オープン オープン オープン オープン 8:30 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

8:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

9:00 会場入 会場入 式典リハ 式典リハ 来賓対応 受付サポ 受付サポ 控室準備 控室準備 控室準備 受付① 受付② 受付③ 受付④ 受付⑤ 受付⑥ 受付⑦ 受付⑧ 受付⑨ クローク

9:15

9:30

9:45

10:00 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

10:15 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

10:30 ５Ｆ誘導 ５Ｆ接遇 ５Ｆ接遇 ６Ｆ接遇 ６Ｆ接遇 ６Ｆ接遇 ６Ｆ接遇 ６Ｆ誘導

10:45

11:00

11:15

11:30 式典リハ アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

11:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内

12:15 会場入 会場入 会場入 会場入 来賓対応

12:30

12:45

13:00 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 参加

13:15 参加 参加 参加 参加 参加 参加

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30 移動 移動 移動 移動 移動 移動

15:45

16:00 場外⑤ 場外⑥ 場外⑦ 場外⑧ 場外⑨ 場外⑩

16:15

16:30 移動 移動 移動 移動 移動

16:45

17:00 移動 移動 移動 来賓対応 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動

17:15

17:30

17:45

客入れ 18:00 会場入 会場入 会場入 会場案内 会場案内 受付 受付 会場案内 会場案内 会場案内 受付 会場案内 来賓対応 来賓対応 来賓対応 来賓対応 来賓対応 来賓対応 会場案内 会場案内 会場案内

18:15

大懇親会 18:30 大懇親会 大懇親会 大懇親会 大懇親会 大懇親会 参加 参加 参加 参加

18:45

19:00 移動 移動 移動 移動 移動 移動

19:15

19:30 参加 参加 参加 参加 参加 参加

19:45

20:00

20:15

20:30 移動 移動 移動 移動 移動

20:45 片町案内 片町案内 片町案内 片町案内 片町案内

21:00 2次会 2次会 2次会 挨拶廻り 挨拶廻り 移動 移動 移動 移動 移動 お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り

21:15 来賓対応 来賓対応 来賓対応 来賓対応 来賓対応

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

23:00

ＯＢ 応援

式典

撤収

作品撤収

基礎設営
撤収

返送

撤収

記念
講演会

アオッサ会場
時間

執行部 事務局 総務

撤収

撤収

木工木活
作品展示

応接室
１・２
使用

［601B］
10：00
~12:15
木を
愛する会

［607］
10:00~
受賞者
プレゼン

［601］
11:00
~11:30
会長
選考会
11:30~
12:00
記者会見

ほか
諸室使用

受付

10:30
~17:30
物産・ＰＲ
オープン

受付
~15時

クローク
~１７時

式典リハ

接遇

開場

記念
講演会

式典 式典 式典 式典

記念
講演会

20160514

記念
講演会

記念
講演会

会長
選考会

会長
選考会

会長
選考会

記者会見 記者会見

式典リハ 式典リハ

木を
愛する会

木を
愛する会
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 １１日（土）スタッフスケジュール②

ＧＹ会場

１Ｆ ５Ｆ ６Ｆ ８Ｆホワイエ ８Ｆホール 天山の間 （長） （長） （長） （長） （長） （長） （長） （長） （長） （長） 井波 大藤 仕入 川崎 大坂 鳴海 小林 時田 寺尾 川端 佐々木 ❶ ❷ ❸ ❹ 古谷 松井 堀内

オープン 8:00

8:15

オープン オープン オープン オープン 8:30 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合 アオサ集合

8:45 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ

9:00 受付⑩ 受付⑩ 受付⑪ 受付⑪ 受付⑫ 受付⑫ 受付⑫ クローク 木活リハ 木活リハ 木活リハ 木活リハ 木活リハ 木活リハ 木活リハ 木活リハ 補助 補助 補助 木活リハ 木活リハ

9:15

9:30

9:45

10:00 アオサ集合 アオサ集合

10:15 打合せ 打合せ

10:30 ６Ｆ誘導 ６Ｆ誘導 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ 木工リハ

10:45

11:00

11:15

11:30 マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ マリンバ

11:45

12:00 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 会場案内 会場案内 会場案内 客入れ 客入れ

12:15

12:30 下手Ｄ 上手Ｄ 上手ＡＤ 上手ＡＤ 下手ＡＤ 下手ＡＤ アテンド アテンド

12:45

13:00 参加 参加

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00 移動 移動 移動

15:15

15:30 移動 移動 移動 移動

15:45

16:00 場外① 場外② 場外③ 場外④ フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合

16:15 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 打合せ 進行打合

16:30 移動 移動 移動 移動 移動 リハ リハ リハ リハ リハ リハ リハ 進行リハ

16:45

17:00 移動 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 撤収 移動 解散

17:15

17:30 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動

17:45

客入れ 18:00 来賓対応 来賓対応 移動 移動 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内 会場案内

18:15 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ 客入れ

大懇親会 18:30 参加 参加 参加 参加 移動 移動 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 進行管理 アテンド 司会進行 ウッディ ウッディ 着ぐるみ 着ぐるみ 参加 司会進行

18:45

19:00 参加 参加

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00 お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り お見送り

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

23:00

撤収

記念
講演会

撤収

撤収

応援 式典アオッサ会場
時間

懇親会 進行

20160514

木工木活
作品展示

応接室
１・２
使用

［601B］
9:00
~11:00
木を
愛する会

［607］
10:00~
受賞者
プレゼン

［601］
11:00
~11:30
会長
選考会
11:30~
12:00
記者会見

ほか
諸室使用

受付

10:30
~17:30
物産・ＰＲ
オープン

受付
~15時

クローク
~１７時

リハ

接遇

開場

式典

撤収

作品撤収

基礎設営
撤収

返送

－ 68 －



 １２日（日）スタッフスケジュール

旅行 ゴルフ

フジタ集合 フジタ集合 27下荒 28○○ 28○○ 27石川 27福寺尾 多田 山口 ア イ ウ エ オ カ

33名 25名 5:00

5:15

5:30 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合 フジタ集合

集合 5:45 受付準備 受付準備 受付準備 受付準備

出発 6:00

6:15

6:30 あわら集合 あわら集合

6:45 受付準備 受付準備

7:00 受付 受付 受付 受付 受付 受付

7:15

7:30 フジタ集合 フジタ集合

集合 7:45 受付準備 受付準備

出発 8:00 随行 随行

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

ＪＲ福井駅 15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

時間
執行部 事務局

20160514

永平寺

芦原
ゴルフ
クラブ

福井 石川

恐竜博物館

ごっつお
さん亭

朝倉氏遺跡

ＪＲ福井駅
小松空港
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［舞台進行表１］ 2016.5.13

時間 所要 シーンタイトル □担当／出演／■動き／※備考 映像 音響 照明

11:30 案内告知 □松井るみ イベントタイトル 影MIC 会場明／看板

11:45 案内告知 □松井るみ イベントタイトル 影MIC 会場明／看板

11:55 ウエルカム演奏案内 □松井るみ イベントタイトル 影MIC 会場明／看板

11:59 ■平岡板付 タイトル 会場暗／舞台暗

12:00 30' ウエルカム演奏 マリンバ　平岡愛子 演奏者紹介 楽器MIC 会場暗／楽器

［転換］ ■マリバハケ・MICハケ・演台出し・演台MIC出し イベントタイトル 会場暗／舞台薄明

■登壇者着席

12:30 1’ 司会者挨拶 □古谷経介／松井るみ タイトル 司会者WL 会場暗／舞台明

12:31 3’ 開会宣言 日本木材青壮年団体連合会副会長　福本　寛之氏 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

12:34 2’ 国歌斉唱 ■全員起立・国旗を向いて斉唱 タイトル 国歌ＣＤ 会場暗／国旗

12:36 4’ 木青連会歌斉唱 ■全員起立のまま／終了後着席 歌詞 会歌ＣＤ 会場暗／団旗

12:40 2’ 綱領唱和 日本木材青壮年団体連合会会長補佐　新井藤弘氏 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

12:42 1’ 追悼黙祷 ■熊本の被災者へも哀悼の意を表す タイトル 会場暗／舞台

12:43 10’ 主催者挨拶 日本木材青壮年団体連合会　会長　下荒　隆晴氏 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

12:53 5’ 来賓挨拶① 林野庁長官 森山　裕　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

5’ 　　　　　　② 参議院議長　山崎　正昭　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

5’ 　　　　　　③ 国土交通省住宅局局長　由木　文彦　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

5’ 　　　　　　④ 福井県知事　西川　一誠　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

5’ 　　　　　　⑤ 福井市長　東村　新一　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

5’ 　　　　　　⑥ （社）　全国木材組合連合会会長　吉条　良明　様 タイトル／お名前 演台MIC 会場暗／舞台

13:23 9’ 来賓紹介 ■登壇者および客席来賓　お一方ずつご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場暗／舞台

13:32 2’ 日木歴代会長紹介 ■お一方ずつご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:34 1’ 日木歴代専務理事紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:35 1’ 日木歴代常任理事紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:36 1’ 北信越地区歴代会長紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:37 1’ 福井県木青連歴代会長・ＯＢ紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:38 1’ 平成２７年度日木役員紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台
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［舞台進行表２］ 2016.5.13

時間 所要 シーンタイトル □担当／出演／■動き／※備考 映像 音響 照明

13:40 3’ 各地区協議会紹介 ■一括でご紹介 タイトル／お名前 司会者WL 会場明／舞台

13:43 1’ 祝電披露 ■通通読上げ／残りはお名前のみ タイトル 司会者WL 会場暗／舞台

13:44 3’ ［転換／休憩］ ■登壇者ハケ・机ハケ・演台ハケ・花台ハケ・机再配置・備品設置 イベントタイトル ＢＧＭ 会場暗／舞台暗

■表彰MICを中央へ Ｆ.Ｏ

13:47 25' 木工工作コンクール表彰式 ■審査員呼び込み着席→プレゼンター授章位置へ タイトル 受賞ＢＧＭ 会場暗／舞台明

　→受賞者発表・袖から登場→表彰→壇上に並ぶ 作品写真／受賞者名 表彰MIC

■１１部門　３１名登壇

14:12 5’ 審査委員長講評 全国造形教育連盟　会長　大野　正人　様 タイトル／委員長名 中央MIC 会場暗／舞台明

14:17 5’ 受賞者撮影 ■舞台上机イスハケ・備品ハケ・受賞者表彰者整列・記念撮影 タイトル ＢＧＭ 会場暗／舞台明

■撮影後関係者ハケ・机再配置・備品設置

■表彰MICを中央へ Ｆ.Ｏ

14:22 22’ 木材活用コンクール表彰式 ■審査員呼び込み着席→プレゼンター授章位置へ タイトル 受賞ＢＧＭ 会場暗／舞台明

　→受賞者発表・袖から登場→表彰→壇上に並ぶ 作品写真／受賞者名 表彰MIC

■１３部門　　　名登壇

14:44 5’ 審査委員長講評 ○○○○氏 タイトル／委員長名 中央MIC 会場暗／舞台明

14:49 5’ 受賞者撮影 ■舞台上机イスハケ・備品ハケ・受賞者表彰者整列・記念撮影 タイトル ＢＧＭ 会場暗／舞台明

■撮影後関係者ハケ

14:54 2’ ［転換］ ■MICを中央へ タイトル ＢＧＭ 会場暗／舞台暗

Ｆ.Ｏ

14:56 20’ 各委員会報告 ■委員長全員登場整列→紹介順に報告→列に戻る 会場暗／舞台明

（９委員会×出入り含む２分） ■全員報告終了後に会長呼び込み

会長挨拶 日本木材青壮年団体連合会　会長　下荒　隆晴氏 タイトル 中央MIC 会場暗／舞台明

■会長挨拶後そのまま

15:16 5’ 引き継ぎ伝達式　日木会長バッヂ贈呈 ■越井新会長呼び込み上手より登場 タイトル 会場暗／舞台明

■上手アテンド歴代会長バッヂを盆に載せて越井新会長の横に

会長バッヂ引き継ぎ　下荒会長→越井新会長

歴代会長バッヂ贈呈　越井新会長→下荒会長

■上手アテンド袖にさがり額入感謝状を持ち再登場

　　　　　　　　感謝状贈呈 日本木材青壮年団体連合会　越井新会長 タイトル 中央MIC 会場暗／舞台明

■越井新会長→下荒会長

■越井新会長が感謝状を読上げる間にアテンド上手袖に戻り

　記念品を盆に載せて、越井新会長の横に

※感謝状／実行委員会式典委員会準備　※記念品／越井会長準備

■下手アテンド下荒会長の横に・会長から感謝状を受け取りさがる

　　　　　　　　記念品贈呈 越井新会長→下荒会長 タイトル 会場暗／舞台明

■下手アテンド記念品を渡している間に空盆を持ち下荒会長の横に

■下荒会長記念品をアテンドに渡したらさがる

■下手アテンド記念品を受け取り下荒会長に続いてさがる
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［舞台進行表３］ 2016.5.13

時間 所要 シーンタイトル □担当／出演／■動き／※備考 映像 音響 照明

■越井新会長はそのまま

15:21 4’ 次年度会長所信表明 次年度会長予定者　越井　潤氏 タイトル 中央MIC 会場暗／舞台明

■越井新会長上手にさがる

15:25 4’ 次年度開催地発表 □松井るみ タイトル／大阪 司会者WL 会場暗／舞台明

15:29 6’ ＰＲ映像披露 □古谷経介 大阪ＰＲ映像 司会者WL 会場暗／舞台暗

■中央MIC一旦ハケる

■下荒氏・石川氏の順に下手から登場 タイトル

■越井氏・横尾氏の順に上手から登場

大会鍵譲渡 石川氏→下荒氏→越井氏→横尾大会実行委員長 会場暗／舞台明

■各氏そのまま

■MICを再び中央へ

15:35 3’ 次年度実行委員長挨拶 次年度大会実行委員長　横尾 タイトル／お名前 中央MIC 会場暗／舞台明

次年度大会実行委員会集合 ■横尾氏の呼びかけで大阪会団の皆さんが上手より登場 会場暗／舞台明

■誘客パフォーマンス

15:38 1’ ［降壇］ ■下荒氏・石川氏　下手にさがる

■越井氏・横尾氏・大阪会団の皆さん　上手にさがる

15:39 3’ 閉会宣言 日本木材青壮年団体連合会副会長　田原真一郎氏 タイトル／お名前 中央MIC 会場暗／舞台明

15:42 休憩 ※16:00より記念講演会 イベントタイトル ＢＧＭ 会場明／舞台明

15:55 記念講演会予告 □松井るみ 会場明／舞台明

Ｆ.Ｏ 会場暗／舞台明

16:00 1' 司会者挨拶 □古谷経介

■講師呼び込み　花田氏上手のイスに着席

講師紹介 □松井るみ タイトル／お名前 司会者WL 会場暗／舞台明

■花田氏演台へ

記念講演 花田景子氏 演台MIC 会場暗／舞台明

※質疑応答はなし

■講演終了後花田氏はそのまま

■下荒会長　花束を持ち下手より登場

1' 花束贈呈 下荒会長→花田景子氏 会場暗／舞台明

■下手アテンド下荒会長の横に進みWLMICを渡す

■下荒会長は花束を渡したらWLMICを受取り謝辞を述べる

2' 会長謝辞 日本木材青壮年団体連合会　会長　下荒　隆晴氏 WLMIC 会場暗／舞台明

■花田氏を上手に送り出し、下荒会長は下手にさがる

17:00 終了 □松井るみ イベントタイトル ＢＧＭ

※今後の予定・明日の予定をご案内 会場明／舞台明
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10日 11日 11日 11日 10日

　 所属 役職 氏名 よみ 前夜祭 大会式典 記念講演 大懇親会 会長・専務理事会

　 農林水産省 農林水産大臣 森山　裕 もりやま　ひろし

　 林野庁 林野庁長官 木活審査員 今井　敏 いまい　さとし ○

林野庁 林野庁林政部部長 牧元　幸司 まきもと　こうじ

林野庁 林野庁林政部木材産業課課長 木活審査員 小島 孝文 こじま　たかふみ ○

林野庁 林野庁林政部木材産業課課長補佐 増田　義昭 ますだ　よしあき

林野庁 林野庁林政部木材利用課課長 吉田　誠 よしだ　まこと

林野庁 近畿中国森林管理局長 懇親会は長官に従う 馬場　一洋 ばば　かずひろ ○ ○ ？

林野庁 中部森林管理局長 人事異動変更 新島　俊哉 にいじま　としや × × ×

林野庁 福井森林管理署長 飯田　裕一 いいだ　ゆういち ○ ○ ×

国土交通省 国土交通省住宅局局長 由木　文彦 ゆき　ふみひこ

国土交通省 国土交通省住宅生産課木造住宅振興室室長 渋谷　浩一 しぶや　こういち

文部科学省 初等中等教育局局長 小松　親次郎 こまつ　しんじろう

文部科学省 初等中等教育企画課長 串田　俊巳 くしだ　としみ

経済産業省 産業技術環境局　環境調和産業推進室　室長 小浦　克之 こうら　かつゆき

　　 日本木青連顧問② 衆議院議員　衆議院議長 大島　理森 おおしま　ただもり

　　 日本木青連顧問② （公財）　日本住宅・木材技術センター理事長 木活審査員 岸　純夫 きし　すみお ○ × ×

　　 日本木青連顧問 東京大学名誉教授 木活審査員 有馬　孝禮 ありま　たかのり ○ ○ ○

　　 日本木青連顧問 千葉大学名誉教授 小原　二郎 こはら　じろう × × ×

　 業界団体・中央団体 （社）　全国木材組合連合会会長 吉条　良明 きちじょう　よしあき ○ ○ ○

業界団体・中央団体 （社）　全国木材組合連合会常務理事 森田　一行 もりた　いっこう

業界団体・中央団体 全国木材協同組合連合会会長 坂東　正一郎 ばんどう　しょういちろう

業界団体・中央団体 日本青年会議所木材部会　部会長 多田　啓 ただ　けい

国会議員

福井選出 国会議員 参議院議員　参議院議長 山崎　正昭 やまざき　まさあき ○ × ×

福井選出 国会議員 衆議院議員　復興大臣 高木　毅 たかぎ　つよし

福井選出 国会議員 衆議院議員　自民党政務調査会長 稲田　朋美 いなだ　ともみ

福井選出 国会議員 衆議院議員 山本　拓 やまもと　たく ○ × ×

福井選出 国会議員 衆議院議員 助田　重義 すけだ　しげよし

福井選出 国会議員 参議院議員 滝波　宏文 たきなみ　ひろふみ ○ × ○

福井選出 国会議員 参議院議員 山谷　えり子 やまたに　えりこ

国会議員 衆議院議員　防衛大臣 中谷　元 なかたに　げん

国会議員 衆議院議員・日本木青連OB 吉野　正芳 よしの　まさよし
国会議員 衆議院議員 宮本　周司 みやもと　しゅうじ

来賓リスト
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福井県

　 福井県 福井県知事                 　　 西川　一誠 にしかわ　いっせい

福井県 福井県農林水産部部長 ？？？

福井県 福井県農林水産部県産材活用課課長 ？？？

福井県 福井県農林水産部県産材活用課　参事・主任・主査など ？？？

福井県 福井県農林水産部森づくり課課長 ？？？

福井県 福井農林総合事務所所長 ？？？

福井県 福井農林総合事務所林業部部長 ？？？
福井県 福井農林総合事務所林業部　その他のみなさん ？？？

福井県議会議員 　

越前市今立郡南条郡選出福井県議会議員 関　孝治 せき　こうじ

越前市今立郡南条郡選出福井県議会議員 第９７代議長　 県木連顧問 仲倉　典克 なかくら　のりかつ

福井市

　 福井市 福井市長 東村　新一 ひがしむら　しんいち

福井市 福井市農林水産部部長 ？？？
福井市 福井市農林水産部林業水産課課長 ？？？

委員会 審査委員会の方々

　 木工工作

木工工作

木工工作

木工工作

木工工作

木工工作

木工工作

　 木工工作

木材活用 農林水産省 農林水産大臣 西川 公也 にしかわ こうや
木材活用 国土交通省 室長 内田純夫 うちだ　すみお
木材活用 首都大学東京名誉教授 深尾　精一
木材活用 株式会社 加藤設計 代表取締役 加藤　昌之
木材活用 株式会社　ネクスト・エム 代表取締役 中川　誠一
木材活用 株式会社 松井郁夫建築設計事務所 代表取締役 松井　郁夫
木材活用 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 准教授 藤田　香織
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日木青歴代会長

第３代 ㈱佐藤製材所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 佐藤　正徳 さとう　まさのり

第５代 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 村松　幸一 むらまつ　こういち

第６代 加藤林業建設㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　転移先不明 加藤　誠蔵 かとう　せいぞう

第９代 ㈱榎戸材木店　 榎戸　勇 えのきど　いさむ

第１０代 小林㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死去 小林　敏男　 こばやし　としお

第１２代 丸良安藤㈱ 安藤　友一 あんどう　ゆういち

第１３代 菱九木材㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 荒井　宏一郎 あらい　こういちろう

第１４代 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死去 菅沼　歌朗 すがぬま　うたろう

第１５代 駒井木材㈱ 駒井　満夫 こまい　みつお

第１６代 宇野木材工業㈱ 宇野　利一 うの　としかず

第１７代 ㈱中津木材相互市場 若松　舜児 わかまつ　しゅんじ ○ ○ ○ ○ ○

昭和５２年度 第１８代 ㈱東中国木材センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　転業 西川　寛 にしかわ　ひろし × × × × ×

昭和５３年度 第１９代 丸高木材㈱ 片境　繁 かたざかい　しげる

昭和５４年度 第２０代 菅生木材㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死去 菅生　清左衛門 すごう　せいざいえもん

昭和５５年度 第２１代 影山木材㈱ 影山　弥太郎 かげやま　やたろう

昭和５６年度 第２２代 中央林材㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死去 谷本　敏彦 たにもと　としひこ

昭和５７年度 第２３代 ㈱佐藤材木店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 佐藤　安彦 さとう　やすひこ

昭和５８年度 第２４代 ㈱丸吉材木店 吉崎　修司 よしさき　しゅうじ

昭和５９年度 第２５代 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死去 村井　幸雄 むらい　ゆきお

昭和６０年度 第２６代 ㈱大之木ダイモ 大之木　伸一郎 おのき　しんいちろう

昭和６１年度 第２７代 上田第三木材（資） 島田　基正 しまだ　もとまさ ○ ○ ○ ○ ○

昭和６２年度 第２８代 ㈱大一商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 頴川　五郎 えがわ　ごろう

昭和６３年度 第２９代 三富木材㈱　 高田　庄一　　 たかだ　しょういち × × × × ×

平成１年度 第３０代 ㈱オオコーチ 黄瀬　稔 きせ　みのる

平成２年度 第３１代 エステックウッド㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沢口　竜太郎 さわぐち　りゅうたろう

平成３年度 第３２代 鈴木木材工業㈱ 転居先不明 鈴木　泰彦 すずき　やすひこ

平成４年度 第３３代 松原産業㈱ 松原　正和 まつばら　まさかず × × × × ×

平成５年度 第３４代 ㈱ザイエンス 田中　隆行 たなか　たかゆき × × × × ×

平成６年度 第３５代 米澤住宅資材㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 米澤　克邦 よねざわ　かつくに

平成７年度 第３６代 美濃清商工㈱ 若山　貴義 わかやま　たかよし ○ ○ ○ ○ ○

平成８年度 第３７代 ㈱相模原木材センター 栗林　一郎 くりばやし　いちろう × ○ ○ ○ ×

第３８代 材摠木材㈱ 鈴木　龍一郎 すずき　りゅういちろう × × × × ×

平成１０年度 第３９代 ㈱榎戸材木店　 榎戸　正人 えのきど　まさと

第４０代 古本林業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃業 古本　寛治 ふるもと　かんじ

平成１１年度 第４０代 南九州木材市場㈱ 久保　泰人　 くぼ　やすと

平成１２年度 第４１代 さんもく工業㈱ 田中　信行 たなか　のぶゆき ○ ○ ○ ○ ○

第４２代 齊藤木材工業㈱ 齊藤　廣 さいとう　ひろし

平成１３年度 第４３代 ㈱吉田木材 吉田　勝亮 よしだ　まさあき ○ ○ ○ ○ ○

平成１４年度 第４４代 影山木材㈱ 影山　秀樹 かげやま　ひでき ○ ○ ○ × ○
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平成１５年度 第４５代 笠原木材㈱ 山田　貴敏 やまだ　たかとし

平成１６年度 第４６代 （有）マルヒ製材 日當和孝 ひなた　かずゆき ○ ○ ○ ○ ○

平成１７年度 第４７代 九州木材工業㈱ 角　博 すみ　ひろし ○ ○ ○ ○ ○

平成１８年度 第４８代 ㈲マルヒ製材 重複 日當和孝 ひなた　かずゆき

平成１９年度 第４９代 ㈱高岡木材市場 江守　淳一 えもり　じゅんいち

平成２０年度 第５０代 ㈱久我 久我　洋一 くが　よういち × × × × ×

平成２１年度 第５１代 ㈾落合製材社 転居先不明 落合　祐二 おちあい　ゆうじ

平成２２年度 第５２代 丸栄木材㈱ 落合　賢治 おちあい　けんじ ○ ○ ○ ○ ○

平成２３年度 第５３代 ㈱ヨシダ 吉田　良弘 よしだ　よしひろ ○ ○ ○ ○ ○

平成２４年度 第５４代 木脇産業㈱ 木脇桂太郎 きわき　けいたろう ○ ○ ○ ○ ○

平成２５年度 第５５代 ㈱川西材木店 川西　雅也 かわにし　まさや

第５６代

第５７代
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日木青歴代専務理事

昭和５８年度

昭和５９年度

昭和６０年度 和泉　真 いずみ　まこと

昭和６１年度 木村　泰明 きむら　やすあき

昭和６２年度 北本　守 きたもと　まもる

昭和６３年度 神崎　彰夫 かんざき　あきお

平成１年専務理事 仙田　恒憲 せんだ　つねのり

平成２年専務理事 稲村　吉則 いなむら　よしのり

平成３年専務理事 黒田　隆雄 くろだ　たかお

平成４年専務理事 高篠　和憲 たかしの　かずのり

平成５年専務理事 加藤　信博 かとう　のぶひろ

平成６年専務理事 島津　喜芳 しまづ　きよし

平成７年専務理事 ㈱ナナパシフィック 小川　宜久 おがわ　よしひさ

平成８年専務理事 ㈲牛頭竹木店 牛頭　佳雄 ごず　よしお × × × × ×

平成９年専務理事 川村特殊合板㈱ 川村　寿男 かわむら　としお

平成１０年専務理事 ㈱タキナミコーポレーション 滝浪　龍司 たきなみ　りゅうじ

平成１１年専務理事 木脇産業㈱ 山下　史洋 やました　ふみひろ × × × × ×

平成１２年専務理事 ㈱瓜守材木店 實田　貴史 じつだ　たかし × × × × ×

平成１３年専務理事 川西木材（資） 早川　政男 はやかわ　まさお

平成１４年専務理事 ㈱徳田銘木 徳田　浩 とくだ　ひろし × × × × ×

平成１５年専務理事 横山川産業㈱ 岡田　崇 おかだ　たかし

平成１６年専務理事 (株)広和木材 倉野　仁 くらの　ひとし

平成１７年専務理事 斎藤木材(株) 齋藤　渉 さいとう　わたる

平成１８年専務理事 (有) 恭　榮 中川　裕敬 なかがわ　ひろたか

平成１９年専務理事 中国木材(株) 弘中　京一郎 ひろなか　きょういちろう ○ ○ ○ ○ ×

平成２０年専務理事 中西木材(株) 中西　昭雄 なかにし　あきお

平成２１年専務理事 (株)瓦野 瓦野　光貴 かわらの　みつたか ○ ○ ○ ○ ○

平成２２年専務理事 秋川木材（株） 向殿　長敏 むかいどの　ながとし ○ ○ ○ ○ ×

平成２３年専務理事 中勢林業（株） 福島　重幸 ふくしま　しげゆき ○ ○ ○ ○ ○

平成２４年専務理事 江口木材（株） 江口　達郎 えぐち　たつろう ○ ○ ○ ○ ×

平成２５年専務理事 持永木材㈱ 持永 光志 もちなが　みつゆき ○ ○ ○ ○ ○

平成２６年専務理事
平成２７年専務理事 前夜祭・理事会の確認 島田　直政 しまだ　なおまさ ○ ○ ○
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　 所属 役職 氏名 よみ 前夜祭 大会式典 記念講演 大懇親会 会長・専務理事会

北信越地区歴代地区長

昭和４０年度 原　博夫 はら　ひろお 長野
昭和４１年度 小池　英作 こいけ　えいさく 富山
昭和４２年度 田中　卓見 たなか　たくみ 長野
昭和４３年度 島崎　晃次 しまざき　こうじ 富山
昭和４４年度 真部　次郎 まなべ　じろう 長野
昭和４５年度 瀬賀　金五郎 せが　きんごろう 富山
昭和４６年度 荒井　宏一郎 あらい　こういちろう 長野
昭和４７年度 福島　久太郎 ふくしま　きゅうたろう 石川
昭和４８年度 重複 江守　淳一 えもり　じゅんいち 富山
昭和４９年度 第１４代会長時 小泉　活朗 こいずみ　いくろう 長野
昭和５０年度 第１５代会長時 細田　外喜男 ほそだ　ときお 石川
昭和５１年度 第１６代会長時 田辺　寛 たなべ　ひろし 富山
昭和５２年度 水野　幸一 みずの　こういち 福井
昭和５３年度 転居先不明 羽場　正光 はば　まさみつ 長野
昭和５４年度 高森　外夫 たかもり　ほかお × × × 石川
昭和５５年度 米沢　正信 よねざわ　まさのぶ 富山
昭和５６年度 安実　吉央 あんじつ　よしお 福井
昭和５７年度 小林　政幸 こばやし　まさゆき × × × 長野
昭和５８年度 観田　健 かんだ　たけし 石川
昭和５９年度 石灰　憲夫 いしばい　のりお × × × 富山
昭和６０年度 北西　良幸 きたにし　よしゆき 福井
昭和６１年度 田中　国興 たなか　くにおき 長野
昭和６２年度 関軒　紀一 かんのき　のりかず 石川
昭和６３年度 田辺　嶽之 たなべ　たけゆき × × × 富山
平成元年 矢佐　晃一郎 やさ　こういちろう 福井
平成２年 深堀　久男 ふかぼり　ひさお 長野
平成３年 嶋谷　潤一郎 しまたに　じゅんいちろう ○ ○ ○ 石川
平成４年 川合　英治 かわい　えいじ 富山
平成５年 内田　雅基 うちだ　まさき 福井
平成６年 斉藤　廣 さいとう　ひろし 長野
平成７年 広村　修一 ひろむら　しゅういち 石川
平成８年 柴　秀木 しば　ひでき × × × 富山
平成９年 重複 川井　清機 かわい　せいき 福井
平成１０年 茅野　与志樹 かやの　よしき × × × 新潟
平成１１年 蓮沢　信明 はすざわ　のぶあき 富山
平成１２年 通善　一洋 つうぜん　かずひろ ○ ○ ○ 石川
平成１３年 武居　正芳 たけい　まさよし 長野
平成１４年 小松原　吉隆 こまつばら　よしたか × × × 長野
平成１５年 笠松　和秀 かさまつ　かずひで 福井
平成１６年 重複 江守　淳一 えもり　じゅんいち 富山
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平成１７年 村本　喜義 むらもと　きよし 石川
平成１８年 宮崎　正毅 みやざき　まさき ○ ○ ○ 長野
平成１９年 重複 笠松　和秀 かさまつ　かずひで 福井
平成２０年 音　伸一 おと　しんいち 石川
平成２１年 中川　雅文 なかがわ　まさふみ 富山
平成２２年 新井　藤弘 あらい　ふじひろ 長野
平成２３年 山田　和幸 やまだ　かずゆき 福井
平成２４年 松崎　輝利 まつざき　てるとし 石川
平成２５年 重複 島田　直政 しまだ　なおまさ 長野
平成２６年 寺尾　直樹 てらお　なおき 福井

福井県木青連歴代会長
平成４年度

平成５年度 宮下　直之 みやした　なおゆき

平成６年度 安田　武史 やすだ　たけし

平成７年度 重複 川井　清機 かわい　せいき

平成８年度 竹下　健彦 たけした　たけひこ

平成９年度 西島　和之 にしじま　かずゆき

平成１０年度 重複 笠松　和秀 かさまつ　かずひで

平成１１年度 重複 笠松　和秀 かさまつ　かずひで

平成１２年度 重複 笠松　和秀 かさまつ　かずひで

平成１３年度 田中　治男 たなか　はるお

平成１４年度 重複 田中　治男 たなか　はるお

平成１５年度 小竹　嘉範 おたけ　よしのり

平成１６年度 重複 小竹　嘉範 おたけ　よしのり

平成１７年度 重複 中西　昭雄 なかにし　あきお

平成１８年度 重複 中西　昭雄 なかにし　あきお

平成１９年度 石谷　誠治 いしたに　せいじ

平成２０年度 重複 石谷　誠治 いしたに　せいじ

平成２１年度 重複 寺尾　直樹 てらお　なおき

平成２２年度 重複 寺尾　直樹 てらお　なおき

平成２３年度 重複 山田　和幸 やまだ　かずゆき

平成２４年度 圓道　忠雄 えんどう　ただお

平成２５年度 内田　謙三 うちだ　けんぞう

平成２６年度 重複 内田　謙三 うちだ　けんぞう

平成２７年度 重複 寺尾　直樹 てらお　なおき
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福井県木青連　OB

新聞社・報道関係

案内分送付 朝日新聞社福井支局

　 　 毎日新聞社福井支局

読売新聞社福井支局
産経新聞福井通信部

　 業界団体 福井県木材協同組合連合会会長 谷﨑　信雄 たにざき　のぶお

業界団体 福井市木材林産協同組合 川井　清機 かわい　せいき

業界団体

業界団体
業界団体
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2016会団活動報告 

北信木青連 

会団長  澁澤一吉 

副会団長 山崎泰雄 

4月  12日（火） 第一回北信木青連全体会議     長野  長野木協会議室 

4月  25日（月） 北信木青連平成 28年度定時総会   長野  メトロポリタン長野 

5月   7日（土） 第 57回県会員北信大会       長野  ホテル国際２１ 

5月  14日（日） 長野県木青連第一回理事会     長野  県林業センター 
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〔東信木青連〕
会 団 長 土屋　善樹
副会団長 齋藤　　篤

　３月２４日（木） 引き継ぎ会議 長野市 林業センター
　４月　２日（土） 理事予定者会議 長野市 林業センター
　４月２９日（水） 作業例会（佐久支部） 佐久市 田村木材㈱
　５月　３日（火） 佐久ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　親子木工教室 佐久市 千曲川ｽﾎﾟｰﾂ交流広場
　５月　４日（水） 佐久ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　親子木工教室 佐久市 千曲川ｽﾎﾟｰﾂ交流広場
　５月　７日（土） 第５７回県会員北信大会 長野市 ホテル国際２１
  ５月１４日（土） 北信越地区協議会（福井） 福井市 AOSSA
　５月２１日（土） 第１回定例理事会 長野市 林業センター

平成28年度会団活動報告
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平平成成 2288 年年度度松松本本材材青青会会活活動動報報告告  

  

会団長   浅井 崇 

副会団長  佐原 弘一 

 

 3月 29日（火） 新旧役員引継ぎ会議                         株式会社 林友 

 4月  2日（土） 平成 28年度理事予定者会議                 長野県林業センター 

 4月 13日（水）  第 57回 松本材青会定時総会               ホテルモンターニュ 

 5月  7日（土）   平成 28年度 臨時理事予定者会議                 ホテル国際２１ 

長野県木材青壮年団体連合会        

            第 57回 県会員北信大会          

 5月 12日（木）   5月定例会                            松本市 しづか 

 5月 14日（土）   北信越地区協議会 会員福井大会             福井県アオッサ 

5月 21日（土）   長野県木材青壮年団体連合会                 長野県林業センター 

            平成 28年度 第 1回理事会 
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