
 

一般社団法人 日本釣用品工業会 ジャフタマ・ニュース                            会報 第５９号 

－1－ 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 7 月 31日 発行 第５９号 

 

第３回通常総会開催される  
第 3 回通常総会は去る 6月 18 日（木）に東京

八丁堀の「日本フィッシング会館」にて開催され

ました。 

この総会では、会長及び御来賓挨拶の後、定款

第 16 条に基づき島野会長が議長となり、以下の

議事を進めました。 

 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告について詳

細な報告がありました。当工業会は各委員会及び

企画プロジェクトが推進母体となって様々な事

業に積極的に取り組んでおりますが、結果、会議

回数が114回と東日本大震災前の約2倍強となっ

ており、活発な活動が展開されております。 

第 2 号議案 平成 26 年度決算報告、第 3 号議

案 同監査報告について詳細な説明があり、審議

の結果、全会一致で承認されました。決算報告に

よりますと、当工業会の財政状態が東日本大震災

前の水準に戻りつつあることが覗われます。 

第 4 号議案 平成 27 年度常勤役員の報酬に関

する件について審議され、提案通り出席者全会一

致で承認されました。なお、この議案につきまし

ては、役員報酬の対象となる理事は議決を回避し

ました。 

第 5 号議案 特定資産取崩に関する件につい

て詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承

認されました。日本フィッシング会館が竣工して

から 15 年になる事から長期修繕計画を立て、平

成 27 年度から実施することとなりましたが、そ

の資金として日本フィッシング会館積立預金を

取崩すものです。 

第 6 号議案 次期（平成 28～29 年度）役員選

考に関する件では、役員選考委員会を立ち上げる

こととなり、5名の委員が決定しました。 

 

 

報告書では、平成 26 年度公益目的支出計画実

施報告書に関する件、及び同監査報告について報

告がありました。一般社団法人に移行して 2年が

経過しましたが、平成 26 年度の公益目的収支差

額は計画に対して未達となりましたが、平成 27

年度以降の実施事業の規模を鑑みても、当初の計

画通り平成 38年度で完了の見込みです。 

また、平成 27 年度事業計画及び収支予算に関

して詳細な報告がありました。平成 27 年度も、

引き続き委員会等の活動に積極的に取り組んで

行きます。 

委員会活動報告では、各委員会及び企画プロジ

ェクトから詳細な報告がありました。 

 

以上をもって第 3 回通常総会が無事終了した

ことを報告いたします。 
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理事会開催報告 
去る、平成 27 年 5 月 27 日（水）に、日本フィッシング会館 8階会議室において、第 11回理事

会が開催されましたのでご報告いたします。  

 

第１号議案 平成２６年度事業報告について、一般概況、事業の実施状況、庶務事項の報告があり

承認されました。 

第２号議案 平成２６年度決算報告について、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対す

る注記、収支計算書の説明があり承認されました。 

第３号議案 平成２６年度監査報告が監事よりあり承認されました。 

第４号議案 平成２６年度公益目的支出計画実施状況について説明があり承認されました。 

第５号議案 平成２６年度公益目的支出計画実施報告に関する監査報告が監事よりあり承認されま

した。 

第６号議案 （一社）日本釣用品工業会規則・規程改正に関する、出張旅費規程、会員代表者規程

について説明があり承認されました。 

第７号議案 平成２７年度常勤役員の報酬に関する説明があり承認されました。 

第８号議案 次期役員選考に関する説明があり承認されました。 

第９号議案 第３回通常総会審議事項及び報告事項に関する説明があり承認されました。 

（補則：第３回通常総会開催日 平成 27年 6月 18日（木）14：00～17：00 

     フィッシング会館８階会議室） 

第 10号議案 その他報告承認事項は以下の報告があり承認されました。 

１．委員会報告 

  (1)つり環境ビジョン委員会 

1-1環境大臣からの感謝状の件 

1-2つり環境ビジョンご参加総数 

 179社 

1-3平成 27年度水中清掃実施予定 

1-4エコライフ・フェア 2015出展 

1-5つり環境ビジョン フェイスブック 

LOVE BLUE  

  (2)ＪＡＦ実行委員会 

2-1代理店選出 

2-2開催概要 

2-3ジャパンフィッシングショー2017 

開催日程：平成２９年１月２０日（金） 

～１月２２日（日） 

  (3)規格・安全委員会 

3-1 eマーク検討 WG 

3-2釣糸 WG 

3-3ライフジャケット安全・普及 WG 

3-4リール部会（電動リール JAFS 基準） 

 

２．釣り人口拡大のための施策に関する件 

 

３．（公財）日本釣振興会との負担金額変更 

に関する件 

 

４．平成２７年度日本フィッシング会館修繕 

計画に関する件 

 

５．（一社）日本釣用品工業会名義使用許諾 

に関する件 

 

６．その他報告承認事項に関する件 

(1)(一社)日本釣用品工業会グループ保険 

に関する件 
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 つり環境ビジョン事業は、平成 25 年 4 月 1 日の事業スタートから、釣り人の皆様と共に、会員企業

並びに釣用品メーカーをはじめ、多くの企業の皆様からのご理解とご協力を賜り、事業開始より、累

計 180 社のご参加を頂くことになり、今年度で 3 年目を迎えることが出来ました。この場をお借りし

て、衷心より厚く御礼申し上げますとともに、平成 27 年度 4 月～6 月期の活動報告を申し上げます。

今後とも引き続きご高配の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

◆つり環境ビジョン委員会 

第 27回 平成 27年 4月 17日（金）13：00～16：00 日釣工 

第 28回 平成 27年 5月 15日（金）14：00～17：00 日釣工 

第 29回 平成 27年 6月 19日（金）10：00～13：00 日釣工 

◆つり環境ビジョン協議会 

第 5回 平成 27年 4月 8日（水）15：00～17：00 日釣工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

平成 27 年度 つり環境ビジョン事業 

つり環境ビジョンの活動に対し、望月義夫環境大臣より感謝状を頂きました。 

 つり環境ビジョンでは、平成 27 年度より独立行政法人環境再生保全機構・地球環境基金と連携し「つ

り環境ビジョン助成」を開始致しました。この活動を踏まえた環境保全活動への貢献に対し、「環境の

日」である 6 月 5 日（金）付にて、望月義夫環境大臣より、感謝状を頂きました。感謝状は、6 月 10 日

（水）、環境省本省にて、環境省総合環境政策局小林正明局長より、つり環境ビジョン委員会 小島忠

雄委員長（一般社団法人日本釣用品工業会 顧問）へ、授与されました。 

 

 

平成 27 年 6 月 10 日（水） 環境省にて授与の様子 

（左：小島忠雄委員長 右：小林正明 環境省総合環境政策局長） 
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「つり環境ビジョン助成」は、独立行政法人環境再生保全機構・地球環境基金による「地球環境基金企業

協働プロジェクト」の第 1 号として開始致しました。日本国内で水辺の環境保全活動等を行う NPO・NGO

等の団体に対し、その活動を支援する助成で、平成 27 年度は、全国 8 団体へ支援致します。 

 

【 平成 27 年度 つり環境ビジョン助成 8 団体 】 

・特定非営利法人いびがわミズみずエコステーション（岐阜県） 

・特定非営利法人ワールドオーシャンズデイ（東京都） 

・特定非営利法人浅間・吾妻エコツーリズム協会（群馬県） 

・海守さぬき会（香川県） 

・特定非営利法人アーキペラゴ（香川県） 

・誇れるふるさとネットワーク（鹿児島県） 

・特定非営利法人荒川クリーンエイドフォーラム（東京都） 

・一般社団法人 JEAN（東京都） 

 

環境省主催「エコライフ・フェア 2015」に出展！ 

昨年度に引き続き、6 月 6 日（土）～7 日（日）の 2 日間、「エコライフ・フェア 2015（会場：東

京都代々木公園）」に出展致しました。最終日の 6 月 7 日（日）には、望月義夫環境大臣が当ブース

にお運び頂き、大村一仁副会長、小島忠雄つり環境ビジョン委員長へ、つり環境ビジョン事業への感

謝のお言葉を頂戴致しました。また、今年度も、すべてのご参加企業名の表示や、自主財源による環

境活動であることなどの事業説明パネルの展示、ファミリー来場者向けには、釣り体験ゲーム等も実

施し、11 万 6028 名の来場者（2 日間）に対し、当会が推進する、つり環境ビジョン事業についての

啓蒙を行いました。 

 

ファミリー来場者の注目を集めた釣り体験ゲーム 

 

大村一仁 副会長（左）、望月義夫 環境大臣（中）、小島忠雄 顧問（右）。 
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平成 27 年度水中清掃事業は、今年度も全国で実施しています！ 

 平成 26 年度の水中清掃事業は、公益財団法人日本釣振興会への業務委託分を合わせ、全国で 64 箇所・

195 回（日釣工：41 箇所 168 回 / 日釣振：23 箇所 27 回）となりました。今年度も引き続き、全国各地

の水辺でプロダイバー（日釣工）及びボランティアダイバー（日釣振）による水中清掃を実施してまいり

ます。 

 平成 27 年度水中清掃は、日釣工：全国 150 回程度 / 日釣振 25 回程度を予定しております。詳細は、

後掲のホームページ・Facebook で随時掲載しております！ 

 

 

 

平成 27 年度放流事業は、7 月下旬頃の放流に向けて順調に進捗しています 

 平成 27 年度で 3 年目となる放流事業は、今年度も公益財団法人神奈川県栽培漁業協会に事業委託し、実

施しております。4 月 20 日にマダイの受精卵を入手後、神奈川県三浦市の同施設内・円形水槽にて約 20

㎜まで育成したマダイ種苗は、現在、小網代湾にある中間育成施設にて放流に向けて育成しています。今

後、約 60 ㎜まで育成し、約 20 万尾を東京湾口へ 7 月下旬頃に放流予定です。 
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つり環境ビジョンの最新情報を発信する 

公式ホームページ及び、公式 Facebook ページのご案内 

 
 つり環境ビジョン事業は、「LOVE BLUE 地球の未来を」をスローガンに掲げ、つり環境ビジョ

ンの活動をお知らせする公式ホームページ及び公式 Facebook ページをスタート致しました。公式

Facebook ページでは、水中清掃や放流事業、つり環境ビジョン助成、イベント参加等、各事業の最新

活動報告等をお知らせしております。尚、公式 Facebook ページの「いいね！」をクリックして頂けま

すと、最新情報が随時お手元に配信されますので、是非、ご覧下さい。 

 

〇つり環境ビジョン 公式ホームページ 

 

URL：http://loveblue.jp/ 

 

 

〇つり環境ビジョン 公式 Facebook ページ 

 

～ 検索ワード ～ 

 

「 LOVE BLUE 地球の未来を＿つり環境ビジョン 」 

 

～ QR コード ～ 

    

                      
 

 

http://loveblue.jp/
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～ 出展社募集始まる ～ 

来る２０１６年１月２９日（金）より１月３１日（日）までの３日間、パシフィコ横浜（み

なとみらい21、神奈川県横浜市）展示ホールにおいて、「ジャパン フィッシングショー２０

１６」を開催いたします。 

ジャパン フィッシングショー２０１５は、日本の釣具業界を代表するイベントとして名称

を改め、出展社様の新製品お披露目の釣りシーズンに先駆けた１月開催といたしました。入

場者数こそ前回を若干下回る結果となりましたが、１５７社７３４小間という数多くのご出

展を賜り、熱心な多くのファンに来場いただきました。また、初日ビジネスタイムを再開し

たことで、全国の釣具店をはじめ業界関係者の方々にも多数足をお運びいただきました。 

そして、横浜開催となり１０回目を迎える今回は、国内最大級のビジネスチャンスの場と

して、出展社様のビジネスを確実に後押しする環境を作るために広報活動を強化すると共に、

現在検討されている企画を充実させ、釣りの世界観や楽しさを「より広く、より深く」発信

するフィッシングショーを目指してまいります。 

ご出展をご検討されている皆様におかれましたは、是非「ジャパンフィッシングショー」

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。  

（１）開催概要  

名 称 ジャパン フィッシングショー 2016  

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 期 2016年1月29日（金） 9:30～10:00 開会式  

10:00～14:00 ビジネスタイム  

14:00～18:00 一般公開  

30日（土） 9:00～17:00 一般公開  

31日（日） 9:00～17:00 一般公開 

(２) 開催コンセプト 

  「より広く、より深く」釣りの世界感や釣りの楽しさを発信するコンシューマーショー

とする。 

(３) 開催テーマ 

  「釣具全開」。日本を代表する釣具メーカーが勢揃いして、新商品をはじめ世界に誇る

釣具を、ファンやメディアに一斉に公開する。 

(４) Japan Fishing Show2016の特色 

＊ビジネスタイム 

   業界関係者の来場を促進し釣用品市場の活性に繋げるため、初日（29日（金））、午

前10時から午後2時まで実施する。2時から一般公開をおこな   

う。 
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  ＊新製品をいち早く披露できる 

   釣りファン、業界関係者にとって「新製品がいち早く体感できる」とい 

う釣り心が全開になる３日間。 

  ＊新たな釣りファンの開拓 

   コアファン中心としながら、釣りの体験イベントを通して女性や子供な 

どライトファンの拡大を目指す。 

  ＊釣種エリア 

   釣種や釣りジャンルの同じ出展社が一体となりアピールすることで、訴求力や集客力

を高め、出展社と来場者の満足を得る。 

(５)イベント関連等 

  ＊メインステージイベント 

＊第10回クールアングラーズ・アワード 

＊アングラーズアイドル2016 

  ＊コーナーイベント 

    ：キャスティング体験コーナー 

    ：バーチャルフィッシングコーナー 

    ：ニジマス釣り体験コーナー 

  ＊その他 

    ：オリジナルグッズ販売コーナー 

    ：伝統工芸コーナー（江戸和竿/播州毛鉤/魚拓） 

    ：釣りの安全・安心セミナー（海上保安庁、ﾌﾛﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｽﾄ無料点検） 

    ：釣りマナー・ルールの周知（水産庁ブース） 

    ：「つり環境ビジョン」事業の周知 

 

 

(６) Japan Fishing Show2016開催スケジュール 

  ＊「出展のご案内」の送付：6月5日（金） 

  ＊ 出展募集説明会：6月26日（金） 日本フィッシング会館8階会議室 

  ＊ 出展申込締切日：8月28日（金） 

  ＊ 出展社説明会：10月8日（木） ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ東京駅八重洲通り開催ス 

ケジュール 
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～出展募集説明会開催報告～ 

2015年6月26日（金）日本フィッシング会館8階にて、2016年度開催するジャパンフィッシ

ングショー2016について、現在計画中の企画をご紹介させていただき、出展の検討材料とし

て参考にして頂くため、出展をご検討いただいている企業・団体様へ向けて「出展募集説明

会」を開催いたしました。昨年に続いて3回目の開催となり、当フィッシングショーに対する

期待の強さを感じる貴重なご意見を多数頂くことができ、大変有意義な説明会となりました。 

今後も、多くの出展社様のご意見をできる限り反映していく形で、「ジャパンフィッシン

グショー」の構成をはかっていきたいと考えておりますので、皆様方の忌憚のないご意見を

お願い申し上げます。 
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～ 神奈川県開成町 

 「開成水辺フォレストスプリングス」にて、釣り教室を開催致しました！ ～ 

 

一般社団法人日本釣用品工業会（以下、日釣工）

と公益財団法人日本釣振興会（以下、日釣振）で

は、平成 27年 3月 29日（日）、神奈川県開成町

の「開成フォレストスプリングス」にて、「釣り

はじめて親子のための釣り教室」を開催致しまし

た。 

 小学 1年生～6年生までのお子様と、その保護

者の方を対象としたこのイベントは、今年で 5

年目となります。午前グループと午後グループに

分けて実施した参加者数は、合わせて 35 組 105

名（大人 56名・子供 49名）となりました。1フ

ァミリーに 1人、スタッフが付き添ってレクチャ

ーしますので、全く釣りの経験が無いご家族でも

安心して体験出来ます。また、会場である開成水

辺フォレストスプリングスは、釣り上げたニジマ

スやコーホーサーモン等、持ち帰って美味しく召

し上がれる事も大きな魅力です。 

 今回は、金属やプラスチック素材等で出来たル

アーフィッシングで挑戦。生きた虫等をエサに使

わない為、とても手軽で小さなお子様や女性にも

大人気。スタッフから、キャスティングやルアー

で釣り上げるコツ等をレクチャーされた皆さん

は、最後まで飽きる事無く頑張って頂き、見事、

初挑戦でニジマスやコーホーサーモン、イワナ等

をゲットされた方が多数いらっしゃいました。特

に、お子様が釣り上げた時は、皆さん大興奮！ 

釣り終了後は、希望者の方を対象に、釣ったお魚

を美味しく召し上がる為、ハサミで簡単に出来て

しまう「魚のさばき方教室」を行いました。 

 無事に、無事故かつスムーズな運営にご協力頂

いた参加者の皆さんを始め、司会進行役のアング

ラーズアイドル 2015・冨士木耶奈さん、実施に

当たり、多大にご協力頂いた日釣工・会員企業の

皆様、日釣振サポーターの皆様、そして「開成水

辺フォレストスプリングス」の皆様に、厚く御礼

申し上げます。 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

▲午前グループ  ▼午後グループ 

 

 

 

 

 

「釣りはじめて親子」のための釣り教室 
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◆規格・安全委員会 

第 11回 平成 27年 5月 19 日（火）13:30∼16:00 日釣工 

第 12回 平成 27年 7月 8 日（水） 13:30∼15:00 日釣工 

  各 WG等からの報告・上申案件の検討協議 

  JAF2016に向けた委員会活動周知広報活動の検討 

  その他 

《今後の日程》 

第 13回 9/2（水）  13:30∼16:00 新大阪 

第 14回 11/18（水）13:30∼16:00 日釣工 

第 15回 3/9（水）  13:30∼16:00 日釣工 

   

◆釣糸ＷＧ 

第 8回 平成 27年 5月 13 日（水）11:00∼16:00 新大阪 

釣糸 JAFS基準の遵守企業が利用する新・釣糸 JAFSバナーを制定 

釣糸 JAFS基準の遵守企業一覧を日釣工 HPへ掲載（6/1より随時） 

その他 

《今後の日程》 

    第 9回 平成 27年 8月 26日（水）11:00∼16:00 新大阪 

    第 10回 平成 27年 10月 28日（水）クレハ合繊本社 

    第 11回 平成 28年 2月 3日（水）13:00∼17:00 新大阪 

 

◆ライフジャケット安全・普及ＷＧ 

第 11回 平成 27年 4月 14 日（火）11:00∼17:00 新大阪 

小型船舶検査機構（JCI）の「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準作 

成支援技術委員会」に参加しながら、レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準の策定に 

参画。現在は、策定された基準に基づいた認証スキームなどの検討を進めている。 

その他 

《今後の日程》 

 第 12回 平成 27年 5月 29日（金）14:00∼17:00 日釣工 

    第 13回 平成 27年 7月 6日（月） 13:00∼17:00 日釣工 

    第 14回 平成 27年 7月 28日（火）11:00∼17:00 日釣工 

    第 15回 平成 27年 8月 25日（火）13:00∼17:00 新大阪 

 

◆ⓔマーク事業検討ＷＧ 

第 2回 平成 27年 5月 26 日（火）13:30∼15:00 日釣 

今後の環境保全ⓔマーク事業のあり方について、事業にご参加頂いている会員企業からご意見を 

頂戴し、経済産業省日用品室とも連携しながら、鋭意検討を進めている。 

その他 

《今後の日程》 

    第 3回 平成 27年 7月 15日（水）13:30∼15:00 7AB 

規格・安全委員会 
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日本フイッシング会館設備修繕計画のご報告 

 

日本フイッシング会館は、竣工年月２０００年１月から 

１５年余りが経過し、経年による劣化が始まっている為、各

保守点検の結果を参考に設備を含めた修繕及び更新を平成２

７年度から平成３３年度の７年間で実施することとなりまし

た。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

◆ 移転のお知らせ 

 株式会社ゴーセン大阪本社は下記へ移転しました。 

 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26 ニッケ四ツ橋ビル 3 階 

       釣具部 Tel 06-7175-7119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  事 務 局 だ よ り  ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

◆ 「JAFTMA ニュース」を復刊いたしました。  

理事会等の議事録だけではお伝えできない当

工業会の活動を会員皆様に随時お知らせして

いく所存です。 

 

◆ 釣り界の喫緊の課題である「釣り人口拡大」

のための施策が会の内外で展開されています。

若者を対象に、釣りと触れ合う機会を設け釣り

の楽しみを伝えて行こうというものです。 

 

 

◆ 今年は梅雨明けと共に猛暑がいきなりやっ

て来ましたが、皆様におかれましてはご自愛の程

お願い申し上げます。当工業会では、今年も節電

のためクールビズをこの 5 月 1 日から 10 月 31

日まで実施いたします。ご不便をおかけいたしま

すが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

◆事務局の今年の夏休みは、8 月 12 日（水）か

ら 14 日（金）の 3 日間となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

会 員 動 向 


