協会の沿革

公益社団法人全日本小品盆栽協会

１９８５年（昭・６
０）

・全日本小品盆栽協会設立
・初代理事長に山本千代年が就任

１９８６年（昭・６
１）

・第１１回「日本小品盆栽銘品展」開催 京都市勧業館
・主催が全国小品盆栽組合より全日本小品盆栽協会に引き継がれる
・第１回「北陸雅展」開催 福井市・ピアモール

１９８７年（昭・６
２）

・第12回より｢銘品展｣を｢雅風展｣に改称 開催 京都市勧業館
内閣総理大臣賞、文部大臣賞、農林水産大臣賞、内閣官房長官賞
京都府知事賞、大阪府知事賞、京都市長賞、等の名誉ある賞が授
与され出展者に深い感銘を与える

１９８８年(昭・６３)

・第13回「雅風展」開催

昭和60年5月2日

京都市勧業館

・第1回「九州雅展」開催される

熊本県・熊本植物園

１９８９年（平・元）

・第14回「雅風展」開催 京都市勧業館
京都新聞社と共同主催となる

１９９０年（平・２）

・第1５回「雅風展」開催

１９９１年（平・３）

・第1６回「雅風展」開催 京都市勧業館
・第二代理事長に小西庄司が就任

１９９２年（平・４）

・第１７回「雅風展」開催 京都パルスプラザ
・オランダフロリアード花博に参加

京都市勧業館

・平成4年4月1日【悠雅小品盆栽登録制度】を制定。貴重な小品盆栽
並びに盆器を協会が認定登録し、文化財として記録にとどめ、併
せて小品盆栽の普及に寄与することを目的とする。
１９９３年（平・５）

・第1８回「雅風展」開催 京都パルスプラザ
悠雅小品盆栽登録制度により審査・登録された「悠雅盆栽・盆
器」が展示される
・第1回「春雅展」が開催される

大阪鶴見緑地公園内「水の館」

・総称“小品盆栽フェア”として、文化庁、農林省の後援名義を「雅風
展」「春雅展」「秋雅展」「九州雅展」「北陸雅展」に使用許可
される
・第1回「秋雅展」開催される

東京・上野グリーンクラブ

１９９４年（平・６）

・第1９回「雅風展」開催

１９９５年（平・７）

・第２０回記念「雅風展」開催 京都パルスプラザ 出展３２８席
・第２０回開催の記念式典と表彰式が盛大に挙行された
・第１０回「北陸雅展」開催
福井市・ピアモール

１９９６年（平・８）

・第２１回「雅風展」開催

１９９７年（平・９）

・第２２回「雅風展」開催 京都パルスプラザ
・第１０回「九州雅展」開催 熊本県・熊本県農業公園

１９９８年（平・１
０）

・第２３回「雅風展」開催

１９９９年（平・１
１）

・第２４回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
第三代理事長に桝見廣一が就任

京都パルスプラザ

京都パルスプラザ

京都市勧業館「みやこめっせ」

２０００年（平・１
２）

・第２５回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・京都市が加わり、当協会、京都新聞社、京都市の共同主催となる

２００１年（平・１
３）

・第２６回「雅風展」開催

２００２年（平・１
４）

・第２７回「雅風展」開催
・第１０回「春雅展」開催
・第１０回「秋雅展」開催

京都市勧業館「みやこめっせ」
大阪鶴見緑地公園内「水の館」
東京・上野グリーンクラブ

２００３年（平・１
５）

・第２８回「雅風展」開催

京都市勧業館「みやこめっせ」

２００４年（平・１
６）

・第２９回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・社団法人全日本小品盆栽協会設立登記 平成１６年１２月２１日

・平成13年7月【認定講師制度】を制定。小品盆栽の普及と技術の向
上を目的として発足する

・第7回「富嶽雅展」開催
２００５年（平・１
７）

京都市勧業館「みやこめっせ」

静岡市・静岡グランシップ

・第３０回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第３０回「雅風展」式典と祝宴が開催された
・ワシントンでの世界盆栽大会に参加 小品盆栽６点を寄贈した
・悠雅小品盆栽・盆器登録作品銘品集『みやび』1月に発刊

２００６年（平・１
８）

・第３１回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第２０回「北陸雅展」開催 福井市・福井問屋センター（開催月
の関係で当年が第２０回になる）

２００７年（平・１
９）

・第３２回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第２０回「九州雅展」開催 熊本市・グランメッセ熊本
・“小品盆栽フェア”に外務省、環境省の後援名義使用の許可

２００８年（平・２
０）

・第３３回「雅風展」開催

京都市勧業館「みやこめっせ」

２００９年（平・２
１）

・第３４回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
第四代理事長に広瀬幸男が就任

２０１０年（平・２
２）

・第３５回「雅風展」開催

・“小品盆栽フェア”に経済産業省の後援名義使用の許可

京都市勧業館「みやこめっせ」

・4月２９〜５月９日埼玉アリーナにて開催された「日本園芸フェス
ティバル」を後援し、「展示コーナー」にて普及活動を展開、会
場内で盆栽セミナーを実施
・5月30日定期総会において公益社団法人への移行を決議し、公益社
団法人移行後の定款案について審議され可決された
・「日本大宝樹展」徳川家康公４００年祭プリイベントが日光東照
宮において開催され参加後援した（9月29日〜10月4日）
・12月10日公益社団法人全日本小品盆栽協会移行申請提出

２０１１年（平・２
３）

・第３６回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第２５回「北陸雅展」開催 福井市・福井問屋センター
・平成23年3月30日「公益社団法人全日本小品盆栽協会」として認定
を受ける
・社団法人全日本小品盆栽協会解散登記

平成23年4月1日

・公益社団法人全日本小品盆栽協会設立登記
初代理事長（代表理事）に広瀬幸男が就任

平成23年4月1日

２０１２年（平・２
４）

・第３７回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第１回「東海雅展」開催 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ
・第２０回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第２７回「北陸雅展」開催 金沢問屋センター
・第２０回「秋雅展」開催 東京・上野グリーンクラブ
・第２５回「九州雅展」開催 熊本市・グランメッセ熊本

２０１３年（平・２
５）

・第３８回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第２回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２１回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第２８回「北陸雅展」開催 金沢問屋センター
・第２１回「秋雅展」開催 東京・上野グリーンプラザ
・第２６回「九州雅展」開催 熊本市・グランメッセ熊本

２０１４年（平・２
６）

・第３９回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第３回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２２回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第２９回「北陸雅展」開催 小松市こまつドーム
・第２２回「秋雅展」開催 東京・上野グリーンクラブ
・第２７回「九州雅展」開催 熊本市・グランメッセ熊本

２０１５年(平・２７)

・第４０回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第４回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２３回「春雅展」開催 大阪花博記念公園｢水の館｣
・第３０回「北陸雅展」開催 小松市こまつドーム
・第２３回「秋雅展」開催 東京・上野グリーンクラブ
・第２８回「九州雅展」開催 フードパル熊本

２０１６年(平・２８)

・第４１回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第５回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２４回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第３１回「北陸雅展」開催 金沢流通会館
・第２４回「秋雅展」開催 東京・上野グリーンクラブ
・第２９回「九州雅展」開催 フードパル熊本

２０１７年(平・２９)

・第４２回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第６回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２５回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
第二代理事長（代表理事）に桝見朋広が就任
・第３２回「北陸雅展」開催 金沢流通会館
・第３０回「九州雅展｣開催 フードパル熊本
・第２５回「秋雅展｣開催 東京・上野グリーンクラブ

２０１８年(平・３０)

・第４３回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第７回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２６回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第３３回「北陸雅展」開催 金沢流通会館
・第３１回「九州雅展」開催 フードパル熊本
・第２６回「秋雅展｣開催 東京・上野グリーンクラブ

２０１９年(令・元)

・第４４回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第８回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２７回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第２７回「秋雅展｣開催 東京・上野グリーンクラブ
・第３４回「北陸雅展」開催 金沢駅東もてなしドーム
・第３２回「九州雅展」開催 フードパル熊本

２０２０年(令・２)

・第４５回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第９回「東海雅展」一部開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２８回「春雅展」中止 コロナウイルス禍のため
・第３５回「北陸雅展」中止 コロナウイルス禍のため
・第３３回「九州雅展」中止 コロナウイルス禍のため
・第２８回「秋雅展｣開催 東京・上野グリーンクラブ

２０２１年(令・３)

・第４６回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第１０回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第２９回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」
・第３４回「九州雅展」開催 グランメッセ熊本
・第３６回「北陸雅展」中止 コロナウイルス禍のため
・第２９回「秋雅展｣開催 東京・上野グリーンクラブ

２０２２年(令・４)

・第４７回「雅風展」開催 京都市勧業館「みやこめっせ」
・第１１回「東海雅展」開催 名古屋市庄内グリーンプラザ
・第３０回「春雅展」開催 大阪花博記念公園「水の館」

