2018 年度

事業報告

（2018 年４月１日から 2019 年３月３１日まで）
１ 事業の概要
プリザーブドフラワー全国協議会は、プリザーブドフラワーの普及、技術の高揚及び
関係業界の振興を図り、
もって我が国の芸術文化の向上に寄与することを目的として、
プリザーブドフラワーを実践する協会及び団体や関連資材企業と共に取り組み、全国
的な運動を推進した。また、プリザーブドフラワーの知識と技能を確認する検定事業
を実施した。
プリザーブドフラワーの知識と技能を確認する検定「プリ検（プリザーブドフラワー
全国協議会技能検定）は、第 13 回、第 14 回、を実施。加えて中国での第 5
回、第 6 回、第 7 回、さらに台湾での第 1 回、第２回、東京での中国人の方に向けた
第１回１級プリ検も開催した。
支部活動では現在活動中の１４支部がプリザーブドフラワーに親しむレッスンや展示
会などを積極的に実施したほか、
「プリフェスタ２０１８」にも参加した。
２ 総務関係
① 総会
・開催日：2018 年５月 30 日
・会 場：日本外国特派員クラブ（プレスクラブ）
・議 題：2017 年度事業報告及び決算報告
2018 年度事業計画及び収支予算
監事の選任
② 理事会等
＜定例会議＞
各委員会でまとめた内容の情報を共有し、最終決定するために定例会議を月に一回
ペースで開催。
開催日：2018 年 4 月 4 日、5 月 24 日、6 月 21 日、7 月 18 日、8 月 8 日、
９月２５日、10 月 26 日、１１月２９日、
2019 年 1 月 11 日、２月６日、３月６日
＜委員会＞
事業を活性化するため、各委員会を必要に応じて開催し、随時検討した。
予算総務委員会／検定委員会／支部委員会／イベント委員会
＜理事会＞
総合的な事業の推進状況の把握、決議のため理事による理事会を年２回開催、
事業の円滑化に努めた。
開催日：2018 年５月３０日、１２月１４日
＜賛助会＞

賛助会員と理事会の情報を共有し、より具体的で活発な動きをめざすために
賛助会員からなる賛助会に副会長、常任理事が出席して状況報告および意見交換を
行った。
開催日：2018 年５月３０日、１２月１４日
３ 事業内容
①協議会の認知度向上・広報活動
HP、リーフレット、花専門誌等に協議会の活動内容を掲載し、認知度向上を図
った。
入会用チラシを作成し賛助企業、
会員、
催事等で配布し入会勧奨活動を促進した。
会員にはメールマガジンを配信（月１回ペース）し、協議会の活動を PR した。
②支部活動
現在、１４支部が積極的に活動中（北海道・宮城・福島・岩手・埼玉・東京・
千葉・神奈川・静岡・大阪・愛媛・福岡・熊本・上海）
。以下の活動を実施した。
１ 2018 年５月３１日（水） 支部長合同会議
総会前に開催。各支部会員より支部運営などのご意見をいただく。
２「プリフェスタ２０１８ 〜花で奏でるクールジャパン」において、各地域
の観光名所や名産などをプリザーブドフラワーで表現した作品を展示。
リースプロジェクトにも参加を意識した作品制作。
各地域の自治体等に働きかけリーフレットなどを会場にて配布した。
３各支部にて講習会・作品展示を開催。
４プリ検定時および地方イベント時に出向いて支部活動の説明や意見交換会
開催。
（海外プリ検時も海外での協議会ＰＲを行う。
）
５その他日常の支部活動での事務連絡等の対応を行う。
６各支部へ事務連絡やイベントのフォローを行う。
③検定事業
「プリ検（プリザーブドフラワー全国協議会技能検定）
」は、以下の内容で事業を
実施した。
１／第１２回「プリ検」(プリザーブドフラワー全国協議会技能検定)
会期：2018 年４月８日（日）
会場：福岡
受験者数：１級／２名
合格者数：１級／２名（合格率１００％）
２／第１３回「プリ検」(プリザーブドフラワー全国協議会技能検定)
会期：2018 年８月５日（日）
会場：東京
受験者数：１級／３名 ２級／１名 ３級／１名 合計／５名
合格者数：１級／２名（1 名棄権・合格率１００％）
２級／１名（合格率１００％）３級／１名（合格率１００％）
３／第１４回「プリ検」(プリザーブドフラワー全国協議会技能検定)

会期：2018 年１１月１１日（日）
会場：大阪
受験者数：１級／５名 ２級／１名
合計／６名
合格者数：１級／４名（合格率８０％）２級／１名（合格率１００％）
４／第５回中国「プリ検」２級
初めての筆記試験含む 2 級を開催した。実施においては、モノ・インターナショ
ナル様及び CN FLORAL 様にご協力いただいた。
会期：2018 年４月１９日（木） 会場：北京
受験者数：１７名
合格者数：１７名
５／第６回中国「プリ検」３級
実施においては、モノ・インターナショナル様及び CN FLORAL 様にご協力いただ
いた。
会期：2018 年６月１４日（木） 会場：上海
受験者数：１５名
合格者数：１５名
６／第７回中国「プリ検」３級
実施においては、モノ・インターナショナル様及び CN FLORAL 様にご協力いただ
いた。
会期：2018 年９月５日（水） 会場：北京
受験者数：１０名
合格者数：１０名
７／第１回台湾「プリ検」３級
実施においては、モノ・インターナショナル様にご協力いただいた。
会期：2018 年１１月２３日（金） 会場：台北
受験者数：１６名
合格者数：１６名
８／第２回台湾「プリ検」３級
実施においては、モノ・インターナショナル様にご協力いただいた。
会期：2019 年３月２２日（金） 会場：台北
受験者数：１１名
合格者数：１１名
９／第１回「プリ検」１級（中国 2 級取得者限定）
過去 2 級合格者が日本において初めての検定 1 級を開催した。
実施においては、モノ・インターナショナル様及び CN FLORAL 様にご協力いただ
いた。
会期：2019 年２月２７日（水） 会場：東京
受験者数：８名
合格者数：７名
１０／合格するための傾向と対策等ポイントとなる実技項目を当日の検定直前に
講習した。これにより合格率がアップすることに繋がった。

１１／検定後、一般１級合格者に対し、協議会「プリ検対策講師」登録を案内。
併せて「プリ検」対策講座を実施するための開講講座を案内した。中国受検者に
関しては、中国語に翻訳した内容を配布した。
④イベント事業の実施
1、
「プリフェスタ２０１７～花で奏でるクールジャパン～」
会場：JP タワー KITTE B1F 東京シティアイ
会期：2018 年 11 月 13 日（火）
、14 日（水）
① ビクトリーリースコンテスト 約８０作品を展示
②理事協会共同制作による展示
③支部展示
④顧問展示
⑤ワークショップ
⑥販売
⑦賛助会員商品アピールコーナー
２、ビクトリーブーケコンテスト受賞作品再展示
会場：横浜ディスプレイミュージアム２階
会期：11 月 22 日（木）～12 月 5 日（水）
３、ビクトリーブーケコンテスト受賞作品再展示
会場：株式会社東京堂本館６階
会期：12 月 10 日（月）～12 月 13 日（木）
４、松村工芸株式会社主催 アンナサッカ大阪フェア
会場：グランアーモ tamahime 4 階
会期：2019 年 2 月 1 日（金）
担当：大阪支部
作品展示と資料設置
⑤広告宣伝の実施
１／公式ＨＰ
（http://www.preserved-kyougikai.org/）
（http://www.pre-ken.org/）
は引き続き稼働中。
また、Facebook での情報発信継続、Instagram もスタート。プリ検、
プリフェスタ等をはじめとした協議会活動を紹介している。
２／媒体宣伝
イベント情報サイト「イベントバンクプレス」にてプリフェスタ２０１８の
情報を掲載。
３／プリ検用ポスター、チラシ
・ 各賛助会員様、正会員様にてポスター掲示およびチラシを配布していただいた。
・ 「プリフェスタ２０１８」会場においてプリ検コーナーを設置。ポスター掲示、
チラシ配布のほか、２級実技試験作品サンプルと花材キットを展示した。

４／メルマガ
・ 毎月 20 日に全会員へ向けてメールマガジンを発信。協議会からのお知らせに加
え、正会員・賛助会員・顧問からの情報も伝達。
４ 総務関連会員数の推移（今年度の会費収入は別紙参照）
正会員
賛助会員
準会員

個人会員

平成２４年度

２１団体

１３社

１１４名

９７名

平成２５年度

１９団体

１４社

１３０名

８４名

平成２６年度

１６団体

１３社

１３６名

９０名

（入金済み）

（入金済み）

１１０名

７８名

（入金済み）

（入金済み）

９５名

７７名

（入金済み）

（入金済み）

平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
（2018 年）

１５団体
１１団体
１１団体
１１団体

１２社
１１社
１２社
１１社

８８名 休会 1 名 ８０名 休会 1 名
（入金済み）

（入金済み）

８０名

７７名

