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第７回 通 常 総 会 開 催 報 告
当工業会は、会員の皆様のご理解とご協力をいただきながら、平成31年３月31日に第６期事業を無事終了い
たしました。５月15日開催の期末監査において、第６期事業が承認され令和元年６月19日（水）14：00よ
り日本フィッシング会館８階会議室にて第７回通常総会を開催いたしましたので概要をお知らせいたします。

定刻、島野容三会長があいさつを行った後、ご来賓の経済産業省製造産業局生活製品課企画官 亀山渉様より
ご祝辞を賜り、下記の議案審議に入り承認されました。

第１号議案

平成30年度事業報告に関する件

第２号議案

平成30年度決算報告に関する件

第３号議案

平成30年度監査報告に関する件

第４号議案

令和元年度常勤役員の報酬に関する件

第５号議案

特定預金取崩に関する件

第６号議案

次期役員選考に関する件

＜報告事項＞
１. 平成30年度公益目的支出計画実施報告書に関す
る件
２. 平成30年度公益目的支出計画実施報告書監査報
告に関する件
３. 令和元年度事業計画に関する件
４. 令和元年度収支予算に関する件
５. 委員会活動報告に関する件
６. 日本フィッシング会館修繕計画進捗状況に関する件
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第 27 回 理 事 会 開 催 報 告
令和元年５月29日（水）14：00より、日本フィッシング会館８階会議室にて第27回理事会を開催し、下
記の議案が承認されましたので概要をお知らせいたします。
第１号議案

平成30年度事業報告に関する件

第９号議案

次期役員選考に関する件

第２号議案

平成30年度決算報告に関する件

第10号議案

第７回通常総会審議事項及び報告事項

第３号議案

平成30年度監査報告に関する件

に関する件

第４号議案 平成30年度公益目的支出計画実施報
告に関する件

第11号議案

その他報告承認事項

〔委員会およびプロジェクト活動報告に関する件〕

第５号議案 平成30年度公益目的支出計画実施報
告書監査報告に関する件

①LOVE BLUE委員会
②JAF実行委員会

第６号議案 会員代表者変更及び入・退会会員に関
する件

③規格・安全委員会
④市場調査委員会

第７号議案 （一社）日本釣用品工業会名義使用許
諾に関する件

⑤企画プロジェクト
⑥釣りミライプロジェクト

第８号議案 平成31年度常勤役員の報酬に関する件

〜 出 展 社 募 集 始 まる 〜
来る、2020年１月17日（金）より１月19日（日）までの３日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区
みなとみらい）展示ホールにおいて、釣りフェスティバル2020 in YOKOHAMAを開催いたします。
平成31年１月18日から１月20日の３日間パシフィコ横浜にて開催いたしましたジャパンフィッシング
ショー2019は、前回を上回る出展をいただき、総入場者数は４年連続で増加し、熱心な多くの釣りファンにご
来場いただくことができました。新しい時代に即したレジャースポーツとしての釣りの魅力、そして、釣りにま
つわるヒト、モノ、コトを通して、釣りの世界観を伝えるという私たちの思いは、充分に発信できたのではない
かと考えています。
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そして、横浜開催となり14回目を迎える今回は、釣り人口の拡大を目指して更なる進化を図るために、名称
を「釣りフェスティバル」に変更して開催いたします。釣りファン期待の新製品発表の場に加え、これからの釣
りファン拡大に向けて、釣り意向者や釣り未体験の方々にも広く釣りの魅力を訴求しながら、誰もが楽しめる
フェスティバルにふさわしい規模と企画を創出してまいります。

ご出展をご検討されている皆様におかれましては、是非「釣りフェスティバル」の主旨にご賛同いただき、積
極的なご支援、ご出展を心からお願い申し上げます。

〔開催概要〕
名

称：釣りフェスティバル2020 −in YOKOHAMA−

会

期：2020年１月17日（金）〜19日（日）

開場時間：１月17日（金） 9：00〜12：00

プレビュータイム

12：00〜18：00 一般公開（オープニングセレモニーを9：15〜9：45に開催）
１月19日（土） 9：00〜17：00

一般公開

１月20日（日） 9：00〜17：00

一般公開

主

催：一般社団法人日本釣用品工業会

後

援：経済産業省・神奈川県・横浜市・
（公財）日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会（いずれも予定）

協

力：横浜コンベンション・ビューロー（予定）

会

場：パシフィコ横浜

展示ホール

出展規模：189社・団体、646小間（前回実績）
来場者数：41,758人（前回実績）
入場料金：当日1,500円/前売1,300円
ペアチケット前売2,400円（EMTG電子チケットのみでの販売）
※高校生以下無料（高校生は学生証をご提示ください）
※70歳以上無料（年齢を確認できるものをご提示ください）
※障害者手帳をご提示いただいた方とその介護者（１名）は無料です

〜 開催発表会＆出展募集説明会開催報告 〜
令和元年７月３日（水）大手町
サンスカイルームにて、マスメ
ディアに向けた釣りフェスティバ
ル2020 −in YOKOHAMA−
「開催発表会」を20社の参加を
いただき、当工業会の取り組み、
釣具市場の動向、イベントの特
色、新しいターゲット、釣りフェスティバル３つの施策などの説明をおこないました。引き続き、出展をご検討い
ただいている企業・団体様（44社／55名）へ「出展募集説明会」を開催し、担当理事より実施体制、危機管理
体制、開催理念、開催概要、開催企画、広報動員計画の説明をおこない、その後個別相談を実施しました。
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原田義昭環境大臣を島野会長、大村副会長、松下理事、小島顧問らが表敬訪問
つり環境ビジョンコンセプトに基づくLOVE BLUE事業では、６月20日（木）に事業実施へご協力をいただ
いていることへのお礼、これまでの実績等をご報告するため、原田義昭 環境大臣を

島野容三 会長、大村一仁

副会長、松下和夫 理事（京都大学名誉教授）
、小島忠雄 顧問らが環境大臣室にて表敬訪問を行いました。

写真左から３人目 原田義昭 環境大臣、中央 島野容三 会長
左から大村一仁 副会長、松下和夫 理事、小島忠雄 顧問、小松智昭 専務理事、柿沼清英 理事

原田 環境大臣からは、2013年度から７年目となる、全国各地の水辺の環境保全に取り組む当事業の実績に
対して「国内全体へ、細やかに取り組まれている、素晴らしい事業ですね」と評価いただきました。
また、当事業と環境省の関係では、
（独法）環境再生保全機構・地球環境基金 企業協働プロジェクト第一号と
して創設され、2015年に望月義夫 環境大臣（当時）からも感謝状をいただいた「LOVE BLUE助成」が、全
国各地で水辺の地球環境保全に取り組むNGO・NPOなどを支援していることについて、改めて感謝の言葉をい
ただきました。

環境省 大臣室にて

このような機会に恵まれましたのも、日頃より、当事業へご理解とご協力を頂いております、全ての皆様のお
陰です。心より御礼申し上げます。
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LOVE BLUE 委員会からのお知らせ
今年度も会員企業の皆様、参加企業・団体の皆様のご理解とご協力のもと、つり環境ビジョンコンセプトに基
づくLOVE BLUE事業は、日本全国において公平に優先三事業（水辺をキレイに、サカナを守ろう、フィール
ドを広げよう）を推進してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

環境省主催 エコライフ・フェア2019に出展
毎年「環境の日」である６月５日に合わせて環境省主催で開催されている「エコライフ・フェア」へ当事業も
出展し、ブースにお越しいただいた原田義昭 環境大臣をはじめ、環境に関心の高い多くの来場者、学校教育関
係者の皆様へ、PRいたしました。
ブースへご来訪いただいた皆様には「環境のために、今、私たちが出来ること」をメッセージボードに書き残
して頂きました。
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沖縄クリーンコーストネットワーク（OCCN）まるごと沖縄クリーンビーチとの連携
６月１日（土）から３日（月）まで沖縄県名護市名護漁港で行われたプロダイバー水中クリーンアップ活動は、
第11管区海上保安本部に事務局がある沖縄クリーンコーストネットワークが主催する沖縄県下一斉清掃「まる
ごと沖縄クリーンビーチ」と連携して実施いたしました。

プロダイバー水中クリーンアップ
４月〜６月までの実績
期

間

実施日数

実施場所

４/２〜４/６

５日間

千葉県南房総市 白間津漁港

４/８〜４/12

５日間

千葉県南房総市

４/15〜４/17

３日間

神奈川県茅ヶ崎市

４/18〜４/20

３日間

神奈川県平塚市

平塚漁港

４/22〜４/24

３日間

神奈川県鎌倉市

腰越漁港

５/８〜５/11

４日間

富山県黒部市

黒部漁港

５/14〜５/18

５日間

福井県坂井市

崎漁港

５/21〜５/23

３日間

京都府京丹後市

６/１〜６/３

３日間

沖縄県名護市

６/11〜６/15

５日間

茨城県龍ケ崎市

牛久沼

山形県由良漁港

※地震の影響により中止

６/18
６/25〜６/29

合計

１日
５日間

岐阜県海津市

七浦漁港
茅ヶ崎漁港

旭漁港
名護漁港

東大江川

９府県 45日間実施（新規３箇所）

神奈川県鎌倉市

京都府京丹後市
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規格・安全委員会からのお知らせ
第４回Japan Boating Water Safety Summit
６月７日（土）
・８日（日）に東京海洋大学（東京都江東区）で開催された第４回Japan Boating Water
Safety Summitに、ライフジャケット安全・啓発WG（LJWG）の高階才文リーダーをはじめWGメンバーが、
官民一体で推進する「信頼あるライフジャケット」普及啓発の取り組みを発表いたしました。

左から、柿沼理事、高階LJWGリーダー、亀井氏（高階救命器具(株)）
、齋藤氏（グローブライド(株)）、沢田
氏（マルキユー(株)）
、細見氏（(株)がまかつ）が登壇し、当工業会の活動を紹介いたしました。

会議終了後、関係者が出席した懇親会では、海上保安庁や関係団体の皆様から、「信頼あるライフジャケット」
普及啓発への取り組みに対し、活発にご質問等を頂きました。今後も関係機関との連携や安全対策に対する活動
を充実してまいります。
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企画プロジェクトからのお知らせ
初回無料法律相談実施中
会員の皆様へ、初回無料にて法律相談をご利用頂けるサービスの提供を今年度も継続しております。初回無料
法律相談の詳細は、別添資料をご覧ください。

日本フィッシング会館長期修繕計画
令和元年度に計画しておりました外壁塗装工事は予定通り実施いたしました。この工事を最後に５か年にわ
たった日本フィッシング会館長期修繕計画は無事終了する事ができました。皆様にはご不便をお掛け致しました
がご理解とご協力いただき有難うございました。

工事内容

外壁塗装工事

実 施 日

令和元年４月27日（土）〜６月30日（日）

会員動向

事 務 局

※入会会員のお知らせ
≪入会会員≫
◆株式会社シーフロアコントロール
代表者：弘田 一博
〒780-8040 高知県高知市神田1120-7
TEL 088-821-9155 FAX 088-821-9156

だ よ り

■西日本を中心に未曾有の豪雨による災害に見舞わ
れましたが、皆様の安全と１日でも早い復旧を職員
一同心よりお祈り申し上げます。
■フィッシング会館では、今年も節電のため、各部
屋の蛍光灯の間引きや、エアコンの温度調整をして

≪会員代表者変更≫
◆株式会社グレンフィールドの代表取締役社長に木村弘道氏が就任され
ました。

おります。ご不便をお掛けいたしますが、ご協力を
お願いいたします。
■当工業会では、８月13日（火）から15日（木）
を夏季休暇とさせていただきます。ご不便をお掛け
いたしますがよろしくお願いいたします。

〒104-0032東京都中央区八丁堀2-22-8日本フィッシング会館5F

TEL 03（3555）0101（代表） FAX 03（5542）2929
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http://www.jaftma.or.jp/

