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平	 成	 ２９	 年	 度	 事	 業	 計	 画	 

（平成２９年４月１日から平成３０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。 
検定事業については協議会支部や関連資材企業と共に取り組み、海外への訴求も併

せて検討する。 
協議会支部活動については各支部の活動を支援するとともに、支部会員の増加、新

支部設立に取り組んでいく。 
昨年度実施したイベントを今年度は「プリフェスタ２０１７」として開催（１１月

１６日〜１７日）。会場は昨年同様KITTE地下１階 東京シティアイ。 
 
２	 総務関係 
（１）総会 
	 	 	 平成２９年度社員総会開催 
	 	 	 	 日時：平成２９年５月３１日（水） 
	 	 	 会場：日本外国特派員クラブ（プレスクラブ） 

 
（２）理事会を年２回開催、定例会議、各委員会を適宜開催し各事業の企画・運 

	 	 	 	 	 	 営・調整を行い事業の円滑な推進を図る。加えて副会長、常任理事が出席す 
	 	 	 	 	 	 る賛助会を年２回開催し、会員相互の理解とより具体的な事業推進を行う。 
 
	 	 	 （３）「花とみどりの復興支援ネットワーク」への寄付 
	 	 	 	 	 	 昨年度と同額程度（１０，０００円）を寄付予定。 
 
３	 事業の内容 
（１）協議会の認知度向上 
	 	  一般へのプリザーブドフラワーの普及、協議会の認知度向上にむけて事業を 
     推進する。 

 
 
	 	 	 （２）支部活動 
	 	 	 	 	 	 ① 各支部の事務経費の一部負担協力金の捻出（年度初め）。 
	 	 	 	 	 	 ② 各支部のイベント協力（資金になるか資材等の協力になるか検討） 
	 	 	 	 	 	 	  ただし、平成２８年度の活動報告を提出いただき、支部委員会にて 
	 	 	 	 	      検討させて頂き決定させて頂く。 
	 	 	 	  ③各支部イベント等で使用するパンフレット・ポスター等の 
	 	 	 	 	  イベントキットの作成。 
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	 	 	 	 	   ④プリ検定時に支部活動の説明や各支部の意見交換会開催。 
            ⑤プリフェスタ２０１７での展示や協議会合同イベント参加でのフォロー。 
	 	 	 	 	   ⑥支部活動現状（別紙同時参照）。 
	            具体的内容として 
             ≪現在の活動中の支部≫ 
             北海道・宮城・富山・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・愛媛・ 
             福岡・熊本・上海（３月３１日現在）。 
             今後も４名以上のメンバーが登録された都道府県については随時支部を立   
             ち上げていき活動をしていく。 
             茨城・栃木・兵庫・東北近県などに支部設立候補者がいるが、規定人数に達 
             しないため、現在は近隣の支部からサポート中。 
 
            <協議会主催イベントおよび支部合同展の開催> 
	 	 	 	 	 	 「プリフェスタ２０１７」にて一般消費者の方々にも喜ばれ、プリザーブド	  
	 	 	 	 	 	 フラワー業界更には花業界全般にもメリットをもたらすべく、花材紹介・デ 
	 	 	 	 	 	 ザインの提案・商品販売及び、有名デザイナーによるデモンストレーション 
	 	 	 	 	 	 等を含む協議会主催イベントを検討中。 
 
	 	 	 	 	 	 <「基礎プリ検」の推進> 
	   	 	 	 	 プリ検対策講師が実施できる「基礎プリ検」を支部のイベントとして 
	   	 	 	 	 開催することをサポートしていく。更に２級対策講座実施への誘導。 
 
	 	 	 	 	 	 <支部間の情報交換・親睦> 
 	 	 	 	 	 支部間で情報交換・親睦を推進、プリザーブドフラワー業界全体の活性化を図  
 	 	 	 	 	 る。総会にて支部長会を開催する。 
 
 
  	 	 （３）検定事業の実施 
	 	 	      ①第９回開催より、年３回、会場ごとに分け、より受験できる機会を増やすこ 
             ととする。 
             また同級再受験の際は、筆記試験合格者に限り筆記試験を免除することとす 
             る。筆記試験中、終了した受験者は途中で退室できることとする（戻ること 
             は不可）。 
 
	 	 	 	 	 Ⅰ.第１０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：平成２９年７月９日（日）予定 
          会場：東京 
          締切：６月２日（金） 
          １級合格者開講講座：平成２９年８月下旬予定 
 
	 	 	 	 	 Ⅱ.第１１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：平成２９年１１月１２日（日）予定 
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	 	 	 	 	 会場：大阪 
	 	 	 	 	 締切：１０月６日（金） 
	 	 	 	   合格者開講講座：平成２９年１２月中旬予定 
 
          Ⅲ.第 2回中国「プリ検」３級	 実施済 
          会期：平成２９年４月９日（日） 
          会場：中国北京	 	 受検者 16名、合格者 16名 
   
	 	 	 	 	 Ⅳ.第３回中国「プリ検」３級	 実施予定 
	 	 	 	 	 会期：平成２９年７月１９日（水） 
	 	 	 	 	 会場：中国上海 
 
	 	 	 	   ②「プリ検」１級・２級・３級制への移行について 
	 	 	 	 	 昨年開催した中国プリ検３級合格者より、２級受験希望者がいるため、早々に 
	 	 	 	 	 ２級開催を希望されている。検定内容は日本国内と同じものとなるため、その 
	 	 	 	 	 準備を前倒する。 
	 	 	 	 	 	 	 ３級：ラウンドアレンジ（キャンドルなし・筆記試験なし） 
	 	 	 	 	 	 	 ２級：ラウンドブーケ（新設、筆記試験有） 
	 	 	 	 	 	 	 １級：キャスケードブーケ（従来通り） 
 
	 	 	 	 	 ③新「プリ検」についての準備 
	 	 	 	 	 中国２級開催には、筆記問題の準備が必要であるため、テキストを基にした内 
	 	 	 	 	 容を中国語訳する作業から始め、「筆記試験対策資料」として希望者に有料 
	 	 	 	 	 （１，５００円）で配布できるように準備を進める。 
	 	 	 	 	 同時に、６月初旬より実技試験作品サンプル作成および講師用マニュアル作成 
	 	 	 	 	 の準備をし、８月には講師用マニュアル完成を予定。 
	 	 	 	 	 ９月頃に３級制についての説明会を正会員及び登録講師に向けて開催する。 
 
	 	 	 	 	 ④中国ほか海外における「プリ検」実施について 
	 	 	 	 	 引き続き、賛助会員様に海外における「プリ検」開催のためのご協力をお願い 
	 	 	 	 	 すると共に、各賛助会員様による海外「プリ検」実施におけるガイドラインを 
	 	 	 	 	 お伝えする。 
 
	 	 	 	 	 ⑤検定対策講座講師登録について 
	 	 	 	 	 正会員所属以外の一般合格者の登録希望の場合、年間登録料を準会員年会費と 
	 	 	 	 	 合わせて年２０，０００円に変更する。 
 
 
	 	 	 （４）広報活動 

フラワーイベント、展示会などで協議会PR、入会勧奨を積極的に展開することに
より正会員、賛助会員、準会員、個人会員の増員を図る。 
また、HPや会報誌、リーフレットなどを活用してプリザーブドフラワーの認知度
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向上を目的に活動する。 
 
①第２回フォローアップイベント 
日時：平成２９年５月３１日（水） 
場所：日本外国特派員協会（プレスクラブ） 
内容：顧問の神保豊先生によるデモンストレーション 
 
②「プリフェスタ２０１７」開催 
日時：平成２９年１１月１６日（木）〜１７日（金） 
会場：KITTE地下１階 東京シティアイ 
 
③世界らん展日本大賞２０１８への参加、協力 
会期：平成３０年２月予定 
会場：東京ドーム 
 
④第３回フォローアップイベント開催を検討 
日時：未定（１１月１２日開催の大阪でのプリ検前後で予定） 
会場：大阪（予定） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

 


