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平成28年10月31日　発行　第64号

「広く」そして「深く」釣りの魅力を訴求

～ＬＩＶＥ～
『JAPAN FISHING SHOW 2017』

出展社説明会開催報告
会期：2017年1月20日（金）・21日（土）・22日（日）パシフィコ横浜

【20日】ビジネスタイム 10：00～14：00　　一般 14：00～18：00
【21日】9：00～17：00　　【22日】9：00～17：00

（一社）日本釣用品工業会では、JAF実行委員会（大村一仁委員長）を中心に、明年１月20日より３
日間、パシフィコ横浜にて開催する「JAPAN FISHING SHOW 2017」に関する準備作業を行ってお
りますが、去る10月７日（金）、アットビジネスセンター東京駅八重洲通り会議室にて「出展社説明会」
及び「小間割抽選会」を開催致しました。

当日は、出展社および施工関係者など100社、123名の出席をいただき、先ず主催者を代表して大村
委員長が出展のお礼と挨拶を述べられました。コアファンには、釣りの世界観を伝える「釣種エリア」
のより一層の充実を図り、ライトユーザーである女性、子供、ビギナーには体験型イベントなど、釣り
人口の拡大に繋がるような様々な企画を進めているとの説明があり、釣り業界全体を盛り上げるためご
理解とご協力を出展社にお願い致しました。

続いて、運営事務局より、動員計画、広報計画、アトラク
ション計画についてこれまでの取り組みを報告致しました。
引き続き、出展要項、各種申請書類、お願い事項等を説明し、
その後、小間割抽選会を実施し各出展社が希望の小間位置を
申請致しました。
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【JAPAN FISHING SHOW 2017主な取り組み】
① 動員計画関連
　＊�新しい釣りとの出会いを伝える「釣種エリア」に、“へら鮒エリア”を設置し、釣りの魅力を「よ
り広く」「より深く」発信してまいります。

　＊�前売チケットの強化策として大手釣具店による先行販売をおこない、引き続き、釣具店店頭販売、
出展社による販売、オンラインチケット販売を継続して実施いたします。

　＊�横浜市との連携施策として、ビジネスタイムを活用した市内の近隣保育・福祉施設の入居者を会
期初日に招待する企画を昨年同様に実施いたします。

② 広報計画関連
　＊�Web/SNSを活用し、コアファンには公式HP、Facebook、twitterの充実を図り、ライトファ
ンにはWeb/SNSへの広告展開をおこない来場の誘導をおこなってまいります。

　＊�釣具店店頭ポスター＆チラシに加え、横浜市公共施設や会場周辺の媒体、釣り専門誌、釣りビジョ
ン、釣り施設を活用して告知をおこないます。

③ アトラクション計画関連
　＊�体験型イベントやステージプログラムを充実させ、様々なアトラクションを実施し、釣りの楽し
さを体感していただきます。

　　〈コーナーイベント〉
　　：�釣りはじめてクン広場、キャスティング体験、ファイトフィッシング（仮称）、釣種別ミニセミ

ナーなど。
　　〈ステージプログラム〉
　　：�釣種別The�Meijinトークショー、アングラーズアイドル最終選考会、「つりビット」ミニライブ、

クール・アングラーズ・アワード表彰式など。
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第36回全国豊かな海づく
り大会 ～やまがた～ 式典行
事及び海上歓迎・放流行事に
先立ち、６月28日から７月
２日までの５日間、プロダイ
バーが水中クリーンアップ活
動を実施いたしました。

プロダイバーによる水中クリーンアップ活動がラムサール条約登録の一助と
なった涸沼にて、茨城県からの要請により、７月16日、クリーンアップひぬ
まネットワーク及び大好きいばらき県民会議が主催した「ひぬま流域クリーン
作戦」に陸上清掃を行う地元の皆様と心を一つにして、今年もプロダイバーが
涸沼（広浦漁港）にて水中クリーンアップ活動を実施いたしました。

一般社団法人日本釣用品工業会 小島忠雄 顧問が、徳島県の小学校にて、プロダイバーの水中クリーン
アップ活動の見学を含めた環境教育授業を、全校児童の皆様に向けて行いました。当日は、児童の皆様
だけではなく、保護者の皆様にもご参加いただき、NHKの取材も入るなど、社会貢献事業の理解の輪が
広がりました。

第36回全国豊かな海づくり大会 ～やまがた～ の
記念行事として水中クリーンアップ活動を実施

ラムサール条約登録の涸沼にて水中クリーンアップ活動を実施

徳島県の小学校にて全校児童の皆様に環境教育授業を実施

6・7月

7月

9月

つり環境ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE 事業
最新の活動報告

水中クリーンアップ
事業
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　6月28日～7月2日 山形県鶴岡市鼠ヶ関港
　7月4日～8日 宮城県仙台市仙台塩釜港（仙台港区）
　7月11日～15日 茨城県龍ケ崎市牛久沼
　7月16日 茨城県茨城町涸沼（広浦漁港）
　7月19日～23日 青森県三沢市高瀬川放水路
　7月26日～30日 北海道広尾町十勝港（北地区）
　8月2日～6日 北海道石狩市厚田漁港
　8月8日～9日  北海道石狩市濃昼漁港

　8月10日～12日  北海道石狩市浜益漁港
　8月22日～24日  長崎県平戸市生月漁港
　8月29日～30日  佐賀県伊万里市伊万里港
　9月2日～4日  愛媛県松山市松山港
　9月6日～8日  徳島県美波町由岐漁港
　9月11日～13日  愛媛県伊方町佐田岬漁港
　9月14日～16日  愛媛県伊方町三机港

４年目に入った専門機関
（公益財団法人神奈川県栽培
漁業協会）と連携した放流
は、７月29日に、東京湾口

（金沢沖、久里浜沖及び松輪
沖の３地点）にて、マダイ
の稚魚を約20万尾放流しま
した。

地球環境基金が、毎年行う新規助成団体のイベント訪問、
事務所訪問等のうち、９月26日に実施された自然環境ネッ
トワークSARENの事務所訪問に同行し、事務所の状況、
団体運営等を拝見させていただきました。

東京湾口にマダイの稚魚20万尾放流

平成28年度新規助成団体の事務所訪問実施

6月〜9月の活動実績

7月

9月

地球環境基金企業協働プロジェクト
つり環境ビジョン助成

放流事業

助成団体紹介（50音順）

助成団体が、全国各地で清掃活動やセミナーを実施し、水辺の環境保全活動を行っています。９月までに実施された
主な活動をご紹介します。

活動地域 団体名 主な活動日程 主な活動名
島 根 県 アンダンテ21 8月6日 協働と次世代育成をめざした益田市水環境保全プロジェクト

岐 阜 県 いびがわミズみずエコステーション 5月28日 西濃地域における揖斐川流域クリーン大作戦、揖斐郡地域における
いび地域環境塾

岡 山 県 グリーンパートナーおかやま 8月20日～21日 海ごみから流域環境を考えるプロジェクト

山 形 県 公益のふるさと創り鶴岡 8月15日 鶴岡市内川流域の繁茂した藻刈りを市民参加型で実施する体制構築
プロジェクト

広 島 県 自然環境ネットワークSAREN 9月17日 広島湾をはじめとした瀬戸内海の漂着ゴミ削減に向けた調査・研究
及びゴミ回収実践活動

石 川 県 能登半島おらっちゃの里山里海 8月20日 能登の“里海”文化の継承と保全

鹿児島県 誇れるふるさとネットワーク 365日 与論島における365日の海岸清掃活動と大学生との協働による海域
調査

神奈川県 ワールドオーシャンズデイ 6月4日 アマモ場育成を通じた地域連携ネットワークの構築（鎌倉・腰越）

最新の活動報告はFacebookで配信を行っています。
LOVE BLUEホームページに活動レポートを掲載しております。ぜひご覧ください。

Facebook　LOVE BLUE
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去る、平成28年９月29日（木）に、日本フィッシング会館８階会議室において第16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　委員会活動報告の報告があり承認されました。
　（1） JAF動員特別委員会
  「JAF2017」出展申込み状況、アプローチ企業の出展状況、前売りチケット販売の前倒し、JAFの方向性に

ついて（㈱電通によるアンケート調査の報告）。
　（2） LOVE BLUE委員会
  LOVE BLUE事業参加総数202社、収入状況（シール販売・商標使用料）、海外商標出願状況、平成28年度 

水中クリーンアップ活動予定（案）、地球環境基金ができた背景、第７回つり環境ビジョン審議会、釣り場拡
大事業に関するご請求について、ポスター・バナーデザイン等。

　（3） JAF実行委員会
  「JAF2017」出展申込状況、釣種エリア出展申込状況、アトラクション計画、広報・動員計画、会場図面等。
　（4） 規格・安全委員会
 レジャー用ライフジャケットの『統一マーク（仮称）』について。 
　（5） 市場調査委員会
  第20回釣用品の国内需要動向調査実施に関して、「基礎調査」「釣り種別調査」「トレンド調査」を実施、回

答率アップに向けて、中古市場の規模推計算出、インターネット市場の規模推計算出、スケジュール等。

第２号議案　 釣り人口拡大のための施策について、報告があり承認されました。

第３号議案　 入・退会会員について、今回は該当が無い報告があり承認されました。

第４号議案　 平成28年度収支決算書（中間決算見込み）、LOVE BLUE事業　平成28年度中間決算（中間決算見込み）
の報告があり承認されました。

第５号議案　 会長・専務理事の職務執行状況の報告があり承認されました。

第６号議案　 その他報告承認事項について以下の報告があり承認さ
れました。

　（1） （一社）日本釣用品工業会後援名義使用許諾申請に関する件
　（2） 過年度会費納入状況に関する件
　（3） ロイヤルアングラー賞選定に関する件
　（4） 香川県イイダコ遊漁に関する件
　（5） 第19回常任理事会及び第17回理事会開催要項（案）
　（6） その他

以上

一般社団
法　　人
〒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

http://www.jaftma.or.jp/

事 務 局 だ よ り

■この10月７日に「JAPAN FISHING SHOW 2017」出展
社説明会が開催され、各出展社の小間位置が決定しましたが、
今年もたくさんのご出展ありがとうございました。会期までに
前売りチケットの拡販及びSNSを利用した情報の拡散に努め、
来場者誘致に取り組んでまいりますので、皆様のご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

■第20回釣用品の国内需要動向調査もこの10月７日で締め
切られ、市場調査委員会で、回答状況の確認と市場規模数値の
検討作業に入っております。調査結果は来年２月初旬に会員皆
様のお手元にお届けする予定ですのでご期待ください。

理事会開催報告


