
日ばら発第６号 
平成１７年５月２６日 

支部長 各位 
日本ばら切花協会 
会 長 神生賢一 

 
平成１７年度 第４８回通常総会の開催について 

 
初夏の候 貴台にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、当協会第４８回通常総会を次の通り開催しますので、ご多用のところ恐縮ですが

出席をお願い致します。 
お手数ですが代議員には貴殿から連絡をお願い致します。 
 なお、貴支部の出席について、支部長のところで別表にまとめて FAX してください。 
追伸 執行部役員・理事への案内は、事務局から直接しましたのでご了承下さい。 
代議員の欠席の場合は委任状を必ず提出して下さい。 
提出締切日 ６月２２日（水）事務局 FAX ０３－３４３４－９５３６（電話兼用） 
 

記 
１．日 時  平成１７年７月１日（金）～２日（土）１泊２日 
２．場 所  アーバンホテル大田市場 BF１階 会議室 （別図参照） 
       東京都大田区東海２－２－１ TEL０３－３７９９－３１００ 
     交通：京浜東北線 品川・大森駅から大田市場行きバス（終点） 
       ：東京モノレール 流通センター前下車 徒歩２５分・タクシー１０分 
３．通常総会 
   第１日目 ７／１（金） 
 受付                           １２：３０ 
 開会                           １３：００ 
 あいさつ 
 議案 
  第１号議案 平成１６年度事業報告並びに収支決算承認の件 
  第２号議案 平成１７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件 
  その他の議案 
  表彰式 感謝状贈呈                   １５：００ 
  来賓祝辞                        １５：１０ 
  【休憩】 
  品評会褒賞授与                     １６：００ 

（１） 第４８回日本ばら切花品評会褒賞授与 
（２） 平成１６年全国花き品評会受賞者発表 

  【懇親会】                       １８：００ 
 



第２日目 ７／２（土） 
４．研究会 
  品種展示 キリン・グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園（株）、  

今井ナーセリー                 ８：００ 
  講演  ◇「私の経営戦略」                ８：００ 
        講師 カミハギサイクル代表取締役 上萩洋三 氏 
      ◇「原油価格の動向」（行政関係機関へ依頼中）  １０：００ 
 
  品種解説 キリン･グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園（株）、  

今井ナーセリー               １１：１０ 
 【解散】                        １２：００ 
５．負担金 １６，０００（宿泊を含む）シングル希望は１０００円増 
 
 
 
追伸 お願い 
  総会資料に代議員名簿を作成添付したいと思いますので、別紙用紙に必要

事項を記入の上、６月１５日までに FAX にて、返送してください。 
 

以上 
 



日ばら発第６号 
平成１７年５月２６日 

代議員 各位 
日本ばら切花協会 
会 長 神生賢一 

 
平成１７年度 第４８回通常総会の開催について 

 
初夏の候 貴台にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、当協会第４８回通常総会を次の通り開催しますので、ご多用のところ恐縮ですが

出席をお願い致します。なお、お手数ですが出欠の連絡を支部長に６月２０日まで（厳守）

に報告して下さい。欠席の場合は委任状を必ず提出して下さい。

記 
１．日 時  平成１７年７月１日（金）～２日（土）１泊２日 
２．場 所  アーバンホテル大田市場 BF１階 会議室 （別図参照） 
       東京都大田区東海２－２－１ TEL０３－３７９９－３１００ 
     交通：京浜東北線 品川・大森駅から大田市場行きバス（終点） 
       ：東京モノレール 流通センター前下車 徒歩２５分・タクシー１０分 
３．通常総会 
   第１日目 ７／１（金） 
 受付                           １２：３０ 
 開会                           １３：００ 
 あいさつ 
 議案 
  第１号議案 平成１６年度事業報告並びに収支決算承認の件 
  第２号議案 平成１７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件 
  その他の議案 
  表彰式 感謝状贈呈                   １５：００ 
  来賓祝辞                        １５：１０ 
  【休憩】 
  品評会褒賞授与                     １６：００ 

（１） 第４８回日本ばら切花品評会褒賞授与 
（２） 平成１６年全国花き品評会受賞者発表 

  【懇親会】                       １８：００ 
４．研究会 
   第２日目 ７／２（土） 
   品種展示 キリン･グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園（株）、 

今井ナーセリー                ８：００ 
   講演  ◇「私の経営戦略」カミハギサイクル 上萩洋三氏 ８：００ 

 ◇「原意価格の動向」行政機関依頼中      １０：００ 
品種解説 キリン・グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園芸（株）１１：１０ 
   【解散】                        １２：００ 
５．負担金  １６，０００円 （宿泊費を含む）シングル希望は１０００円増 



日ばら発第６号 
平成１７年５月２６日 

理事 各位 
日本ばら切花協会 
会 長 神生賢一 

 
平成１７年度 第４８回通常総会の開催について 

 
初夏の候 貴台にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、当協会第４８回通常総会を次の通り開催しますので、ご多用のところ恐縮ですが

出席をお願い致します。なお、お手数ですが出欠の連絡を支部長に６月２０日まで（厳守）

に報告して下さい。 
記 

１．日 時  平成１７年７月１日（金）～２日（土）１泊２日 
２．場 所  アーバンホテル大田市場 BF１階 会議室 （別図参照） 
       東京都大田区東海２－２－１ TEL０３－３７９９－３１００ 
     交通：京浜東北線 品川・大森駅から大田市場行きバス（終点） 
       ：東京モノレール 流通センター前下車 徒歩２５分・タクシー１０分 
３．通常総会 
   第１日目 ７／１（金） 
 受付                           １２：３０ 
 開会                           １３：００ 
 あいさつ 
 議案 
  第１号議案 平成１６年度事業報告並びに収支決算承認の件 
  第２号議案 平成１７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件 
  その他の議案 
  表彰式 感謝状贈呈                   １５：００ 
  来賓祝辞                        １５：１０ 
  【休憩】 
  品評会褒賞授与                     １６：００ 

（１） 第４８回日本ばら切花品評会褒賞授与 
（２） 平成１６年全国花き品評会受賞者発表 

  【懇親会】                       １８：００ 
４．研究会 
   第２日目 ７／２（土） 
   品種展示 キリン･グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園（株）、 

今井ナーセリー                ８：００ 
   講演  ◇「私の経営戦略」カミハギサイクル 上萩洋三氏 ８：００ 

 ◇「原油価格の動向」行政機関依頼中      １０：００ 
品種解説 キリン・グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園芸（株）１１：１０ 
   【解散】                        １２：００ 
５．負担金  １６，０００円 （宿泊費を含む）シングル希望は１０００円増 



日ばら発第６号 
平成１７年５月２６日 

執行部役員 各位 
日本ばら切花協会 
会 長 神生賢一 

 
平成１７年度 第４８回通常総会の開催について 

 
初夏の候 貴台にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、当協会第４８回通常総会を次の通り開催しますので、ご多用のところ恐縮ですが

出席をお願い致します。なお、総会資料は近日中に送付致します。 
記 

１．日 時  平成１７年７月１日（金）～２日（土）１泊２日 
２．場 所  アーバンホテル大田市場 BF１階 会議室 （別図参照） 
       東京都大田区東海２－２－１ TEL０３－３７９９－３１００ 
     交通：京浜東北線 品川・大森駅から大田市場行きバス（終点） 
       ：東京モノレール 流通センター前下車 徒歩２５分・タクシー１０分 
３．通常総会 
   第１日目 ７／１（金） 
 受付                           １２：３０ 
 開会                           １３：００ 
 あいさつ 
 議案 
  第１号議案 平成１６年度事業報告並びに収支決算承認の件 
  第２号議案 平成１７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件 
  その他の議案 
  表彰式 感謝状贈呈                   １５：００ 
  来賓祝辞                        １５：１０ 
  【休憩】 
  品評会褒賞授与                     １６：００ 

（１） 第４８回日本ばら切花品評会褒賞授与 
（２） 平成１６年全国花き品評会受賞者発表 

  【懇親会】                       １８：００ 
 
４．研究会 
   第２日目 ７／２（土） 
   品種展示 キリン・グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園（株）、 

今井ナーセリー                ８：００ 



   講 演   
◇「私の経営戦略」               ８：００ 
   講師 カミハギサイクル代表取締役 上萩洋三 氏 

 ◇案 原油価格の動向（行政機関に依頼中）   １０：００ 
 
   品種解説 キリン・グリーンアンドフラワー（株）京成バラ園芸（株）、  

今井ナーセリー                １１：１０ 
   【解散】                         １２：００ 
５．負担金  １６，０００円 （宿泊費を含む）シングル希望は１０００円増 
 
追伸 執行部役員は総会の事前確認を行いますので１１：００に集合して下さい。 
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