役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成２９年４月１７日（月） 午後５時～６時２０分

場 所

名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

議題
第１号議案 組合事務所移転の報告
事務局より以下のとおり報告し了承された。
移転日 平成２９年４月１４日（金）
移転先 名古屋市中区錦二丁目１２番８号御幸本町ビル５０１号室（３.４７㎡）
ビル５階は事務室通路扉にセキュリティ（開けるには専用カード要）
共

用 会議室・応接室（開けるには専用カード要）、給湯・トイレ・喫煙室等

賃借料 家賃４５,０００・共益費５,０００円（税別）
貸

主 八木兵殖産㈱

移転に伴い、古くなった備品の一部を買い換え
第２号議案 平成２８年度収支決算承認の件
税理士監査

４月６日

監事監査 ４月１０日 完了

決算関係書類（財産目録等）を事務局より以下のとおり説明し、承認された。
単年度 収益 5,406,483 円

費用 7,437,813 円 差額△2,031,336 円

前組合事務所売却により固定資産 0 円 売却損 3,760,935 円（特別損失で計上）
当期純損失金額 5,792,271 円 当期未処分剰余金 1,766,273 円
流動資産 33,269,573 円
（うち短期有価証券 20,008,000 円 定期預金 8,000,000 円）
勘定項目の内訳は総会議案書を参照
商工中金の株式の時価評価を調べる
第３号議案 第５６回通常総会招集の件
事務局より担当尾關副理事長の意向と共に説明し、協議の結果、招集が決定した。
５月１５日（月） 東京第一ホテル錦１１階・３階
第１部 総会

午後５時～５時５０分 １１階チャーロ

１．次第 総会議案書参照
２．役員選挙の件 役員補充 小関理事辞任のため欠員 小池義仁氏を推薦
選考委員３名 当日出席者から事前に依頼
３．開会：司会者 閉会の辞：林幸副理事長
第２部 講演会 午後５時～５時５０分 １１階チャーロ
講演：大和証券㈱に依頼済み
講師・テーマは大和証券より通知があり次第、招集通知・案内に掲載
第３部 懇親パーティ 午後６時～７時３０分 ３階ドルチェ

会費 組合会員：１社１名無料（超える場合１名７,０００円）
ＯＢ：７,０００円 着席 洋食
乾杯：出席者より 中締め：小林副理事長
招集通知：組合会員全て（議決権：組合員のみ）
案内：中経局・愛知県・名古屋市（総会のみ） 報道２社（総会のみ） ＯＢ
第４号議案 今後の組合運営に関する件
以下のとおり協議し、決定した。
１．資産のとらえ方について
・組合活性化に結び付く使い方をする
・著名人の講演会を開催 １００万円の予算化を決定
９０分１００名規模とし開催時期・講師選定は後日検討
２．異業種交流会のこれからの運営について
スポンサー会員と組合役員の懇談会を開催 ７月２４日（月）に決定
詳細は担当役員で検討し案内通知する
第５号議案 平成２８年度収支予算案承認の件
事務局が予算案原案を説明、協議の結果、講演会１００万円を追加し承認された。
人件費 組合職員のパート勤務実施

５月１６日（火）より

勤務 週３日 平日の月・水・金曜日 午前１０時～午後５時
休日 お盆８月１３日～１５日 年末年始１２月２９日～１月３日
給与 年間勤務予定時間を勘案し月１２万円 ６月給与より
賀詞交歓会担当尾關副理事長の提案の講演会をコンサートにする案が了承
1 月１５日（月）６０人規模で実施 詳細は後日検討 会場予約する
単年度 収益 6,540,000 円 費用 7,340,000 円 差額△800,000 円
内訳 収益
費用

賦課金（組合費・年会費）5,960,000 円 その他 580,000 円
異業種交流会 1,120,000 円 講演会 1,000,000 円
賀詞交歓会 500,000 円 食の会 300,000 円 総会 250,000 円
ゴルフ 150,000 円 セミナー150,000 円 行事小計 3,470,000 円
人件費 1,680,000 円 通信・光熱・諸雑費・税 812,000 円
連合会・関係団体 730,000 円 事務所賃借料 64,8000 円

第６号議案 その他の件
４月２４日（水） カラー＆ファッションセミナー 参加募集中
次回役員会 ６月１９日（月） 午後５時より 御幸本町ビル５階会議室

通

常 総 会 報 告

１．招集年月日

平成２９年４月２１日

２．開催日時

平成２９年５月１５日 午後５時～５時５０分

３．開催場所

名古屋市中区錦三丁目１８番２１号
東京第一ホテル錦１１階チャーロの間

４．組合員総数

６１人

５．出席者総数

５４人（本人出席１６人 委任状出席３８人）により総会は成立

６．総会次第
１）開会の辞

司会者

２）ご来賓紹介 中部経済産業局産業部製造産業課課長

柳原和男氏

愛知県産業労働部商業流通課主幹 羽田野朗弘氏
名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課課長 筒井利和氏
３）祝電披露
４）理事長挨拶 梅村 篤氏
５）議長の選出
司会者事務局が議長の選任方法を諮ったところ、梅村 篤氏が満場一致で選任さ
れ同氏が議長席につき、議案の審議に入りました。
６）議案の審議
第１号議案 平成２８年度事業報告書及び収支決算承認の件
議長は事務局に、原案を朗読させ、監事委任出席のため事務局が、帳簿及び証
拠書類は正確妥当に処理されていることを確認した旨の報告を代行しました。議
長は原案を議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定しま
した。
第２号議案 平成２９年度事業計画書並びに収支予算（案）承認の件
議長は、事務局に原案を説明させた後に補足説明し、これを議場に諮ったところ、
全員異議なく原案のとおり承認、可決決定しました。
第３号議案 平成２９年度経費の賦課並びに徴収方法（案）承認の件
議長は事務局に本年度組合費の賦課及び徴収方法は昨年８月の臨時総会での改
訂と同様とする旨の説明をさせ、原案を議場に諮ったところ、全員異議なく承認、
可決決定しました。
第４号議案 役員選挙の件
議長は、理事小関裕純氏は本総会終結時をもって退任するので、役員補充のた
め、任期は次期通常総会までの理事１人の選挙を行いたき旨を説明し、その方法
を議場に諮ったところ全員にて指名推選の方法を推しました。次いで、議長は、
選考委員の選出方法を諮ったところ議長に一任されたため次の者を指名し、選考
委員会を開催するため一旦休憩を宣しました。
選考委員 安藤 馨、林 幸春、岡田 秀 以上３人
別室で選考委員の役員選考が終わったので、議長は議事再開を宣し、選考委員
を代表して、林

幸春氏により選考結果を発表させ、これを議場に諮ったところ

全員異議なく、任期は次期通常総会までを条件に被指名人の就任を承諾し、出席
の小池義仁氏が就任を承諾しましたので、次のとおり決定しました。

理

事

小池義仁

第５号議案 その他の件
議長はその他の件について発言を求めたところ、他に発言はありませんでした
ので、議案の審議を全て終了しました。
※議案の内容については議案書を参照してください。
今回は議案書以外に事務局が予算案に関する資料を提示し説明しました。
７）ご来賓祝辞 中部経済産業局産業部製造産業課課長

柳原和男氏

愛知県産業労働部商業流通課主幹 羽田野朗弘氏
名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課課長 筒井利和氏
８）閉会の辞

副理事長

林 幸春氏

報道関係 繊研新聞社 中部経済新聞社
同会場で午後６時より大和証券株式会社投資戦略部アナリスト課次長

石黒英之氏によ

り「当面の内外経済動向と市場見通し」のテーマで講演会を開催し、３０名の参加があ
りました。午後７時からは３階ドルチェの間で懇親パーティを行ない、３０名の参加があ
りました。

役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成２９年６月１９日（月） 午後５時～６時１５分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

議題
第１号議案 新規組合加入申込み審査の件
株式会社ＧＯＯＤ 岩倉市 加入理由：団体名表示登録番号取得希望
株式会社アークエンタープライズ鈴木社長（組合員）の紹介 加入承認
以後、組合推選または紹介の場合は書類審査のみとするが、それ以外は担当役員
と面接の上、可否を決定とする
第２号議案 第５６回通常総会の反省
出欠回答書の修正し、多数参加できるよう Ａ４サイズでＦＡＸ回答してもらう
総会２名、講演会・懇親会は５名記入できるよう 参加型で見識を深める
第３号議案 平成２９年度前期賦課金の件
６月末に口座振替明細・請求書を送付予定 事務局提示の一覧を了承
第４号議案 関係団体の研修・講演会への参加の件
東京ニット卸商業組合・関西ファッション連合開催の講演会・研修等の日程を
確認し、案内してもらう 組合からの補助はしない
１１月２０日（月）の東京ニットの講演会は組合会員に案内する
第５号議案 組合行事の進め方の件
１．異業種交流会担当役員とスポンサー会員との懇談会 ７月２４日（月）
組合から両林副理事長と小池理事に出席してもらう
２．親睦ゴルフコンペ 目標１２組募集 女性歓迎

担当：小林副理事長

昨年同様 賞品組合負担 全員入賞は好評だった
３．カラー＆ファッションセミナー 内容・講師の見直し
担当：小林副理事長・小池理事
４．新年会 今年度はフィリピンの有名バンド５～６名のジャズコンサートを開催
予算３０万を１７万で交渉済み 会場：東京第一ホテル１１階アンピオ
６０人～８０人 社員向け 女性歓迎 議員にも案内を出す
担当：尾關副理事長
５．食の会 知多方面（日間賀島も候補） 日帰り 昼食 担当：安藤副理事長
宿泊は参加人数が限られるのでプライベートの方がよい
６．講演会 総会の講師選定 担当：尾關副理事長

７．会費を再検討し以下のとおり決定
総会・新年会 １社１名無料 ２人目から５,０００円
異業種交流会 １社２名無料 ３人目から５,０００円
食の会

１社２名３,０００円 ３人目から５,０００円

ゴルフコンペ プレイ代：本人負担 賞品代：組合負担 従来どおり
第６号議案 今後の組合運営に関する件
新規加入担当 小林副理事長に小池理事をプラス
役員会 出席数のアップ

出席できる人に役員になってもらう

次回役員会 ８月２１日（月） 午後５時より 御幸本町ビル５階会議室

役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成２９年８月２１日（月） 午後５時～６時１０分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

議題
第１号議案 新規組合加申込み報告の件
事務局より報告
株式会社リング（株式会社ク・ラッチ別会社）が組合加入申込書を提出
７月より加入を承認 →７９社
第２号議案 スポンサー会員と組合役員との懇談会の報告
７月２４日（月）

Serge 源's 錦店３階 午後７時より １６名出席

理事長・林副理事長・事務局より報告
１．スポンサー会員各社に交流会開催後、何らかの実績・効果が出ている
２．スポンサー会員のキャンペーン・ＰＲ情報を組合会員に配布
伝達方法：メールの利用 ＦＡＸからメールに切り替えに成果あり
３．プレゼン順を希望月に変更を可とする 事務局と調整
４．交流会の会場 第一ホテル・アパホテル・ガーデンパレスで持ち回りとするが
１０月のガーデンパレスの食事内容等で割り振りを決める
５．交流会の開会挨拶 組合担当役員が交代で行う 両林副理事長・小池理事
乾杯・中締め 参加者が交代で行う ８月永田氏・大畑氏
理事長より異業種交流会で初参加者を紹介の提案
→同日の異業種交流会で４５名参加のうち初参加の８名を紹介
第３号議案 親睦ゴルフコンペの件
８月２１日現在の参加申込み２３名
小林副理事長の要請 募集４８名達成に向け幹事・事務局で参加督促する
第４号議案 新年会の件
３０年１月１５日（月）東京第一ホテル錦１１階アンピオにて
理事長の説明 ７卓６０名募集 社員も参加できる新年会の開催
尾關副理事長の提案 楽しい会にするため 有名フィリピンジャズバンド演奏
（男女約５名） お年玉抽選会実施（席札を抽選券

賞品選定：尾關副理事長）

演奏場所に花 テーブル着席（立食は×）で食事は別テーブルに取りにいく
予算 食事 6 千円×48 飲物 2 千円×60 バンド１７万 花３万 抽選１０万
員外の案内は議員４名のみ
受付 午後５時３０分～

次第は以下のとおりで決定

開会 午後６時 理事長・議員３名挨拶 乾杯（議員）
会食・懇談
演奏 午後７時～７時４０分 食事・懇談可
抽選 午後８時～８時２０分
閉会 午後８時３０分までに
※同日の交流会でホテルに確認したところ７０名まで対応可→７０名募集
実績をみて２０１９年新年会は１００名対応の会場の仮押さえをする
第５号議案 食の会の件
日帰り昼食会 方面は南知多以外の発言あり ２月開催で決定
理事長の会費案 大人３,０００円 子供（小学生）１,５００円 幼児無料
１０月役員会の提案に向け幹事：安藤副理事長に具体案を一任
第６号議案 今後の組合運営に関する件
１．スポンサー会員 業態が重複しないよう他の新会員加入の打診をする
年会費は現状では据え置きとする
２．組合役員

来年改選のため新役員の候補 何名か挙がる
定款：理事定員２０～２３名 現在２０名あと３名補充可能

理事長より 組合行事に多数の参加が鍵となる
特に４０代から５０代の参加が大事
組合が活性化され
次世代への継承につながる
次回役員会 １０月１６日（月）午後５時より 御幸本町ビル５階会議室

役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成２９年１０月１６日（月） 午後５時～６時３０分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

議題
第１号議案 事業報告
９月２４日（日）親睦ゴルフコンペ

２３社４０名参加

小林副理事長より、天気もよく、全員参加で、女性２名初参加で楽しくできた。
賞品がよく全員入賞が好評、来年度も同様に実施と報告。
集合のアナウンスとカートの準備に遺漏のないようゴルフ場に依頼する。
９月２５日（金）カラー＆ファッションセミナー １３社１９名参加
実施時期を９月前半にしてはどうかと提案あり。
第２号議案 イベント会場（案）の件
２９年１０月 異業種交流会 ガーデンパレス 本日開催
１２月 異業種交流会 アパホテル
３０年 １月 新年会

予約済み

東京第一ホテル 予約済み

以降予定（案）
３０年 ２月 異業種交流会 東京第一ホテル
４月 異業種交流会 ガーデンパレス
５月 通常総会

東京第一ホテル

６月 異業種交流会 アパホテル
８月 異業種交流会 東京第一ホテル
以後同様に持ち回り
１０月のガーデンパレスに問題がなければ、上記案で実施してみる。
第３号議案 新年会の件
１月１５日（月） 東京第一ホテル錦１１階 ６卓ＭＡＸ６６名
コンパニオン４名依頼 １０分前の入場でウェルカムドリンクサービス
午後６時開始 理事長・議員３名の挨拶 議員の乾杯
乾杯はビール 食事は別テーブルとする
午後７時～ジャズコンサート 有名なフィリピン男女５名のバンド ４０分
午後８時～お楽しみ抽選会 賞品は日持ちする２～３,０００円の菓子
候補：麻布菓子かりんとう コンパニオンに抽選してもらう
第４号議案 食の会の件
安藤副理事長より舘山寺か日間賀島で昼食の提案、協議の結果以下のとおり決定

２月２５日（日）に日間賀島で昼食 大型バス・水上タクシーチャーター
予算１名１０,０００円として フグでなく、いいネタの海鮮料理とする
イマジネーションプロジェクトに交渉してもらう
募集４０名

会費：大人３,０００円 子供１,０００円 一律

第５号議案 組合活動ＰＲに関する件
理事長より、組合の魅力発掘パンフを作成し、不参加組合員の掘り起しや組合加
入募集のツールとするという提案が了承された
同時に次期組合役員について最適候補者を列挙し、次世代へのバトンタッチの布
石が必要という点で一致した
第６号議案 その他の件
組合脱退 株式会社幻冬舎メディアコンサルティング名古屋支店
スポンサー新入会員のアクションは必要 小池理事が担当
次回役員会 １２月１８日（月） 午後５時より 御幸本町ビル５階会議室

役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成２９年１２月１８日（月） 午後５時～６時３０分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

議題
第１号議案 事業報告
１１月２０日（月）木本社長講演会・懇親会 参加４名 理事長より説明
東京ニット卸商業組合八木原理事長が列席者に名古屋から参加と紹介され
最前列の席が準備されていた
１２月１８日（月）異業種交流会 参加予定２1 社３５名（事務局含む）
第２号議案 平成３０年以降の事業（案）の件
平成３０年以降の組合スケジュール予定は原案どおり承認
カラー＆ファッションセミナーは４月９日・９月１０日第２月曜に開催
ゴルフは９月３０日最終日曜に開催
年間予定表を会員に通知する
第３号議案 新年会の件
１月１５日（月）午後６時より 東京第一ホテル１１階アンピオ ジャズ演奏
参加申込２５名（うち議員３名・外部１名） １２月１８日現在 ６０名目標
次第・会費の確認 了承
バンドへの依頼事項：防音マット・メンバー名・演奏曲を幹事に伝達
バンドの控え室：1 階フロント横応接室 食事：嘉門錦亭（地下）で弁当準備
演奏料１７万円は公演後手渡し
コンパニオン６名 ウェルカムドリンク・会食サービス・抽選会を担当 控え室
抽選会景品

松竹梅：5,000 円 3,000 円 2,000 円各 10 ホテルに選定依頼

開会：司会

理事長挨拶 祝辞：熊田議員（代表） 乾杯：増田議員

中締め：小林副理事長
吊看板：要（平成 30 年新年会） 演台：要 卓上花：不要 ホテルと打合せ
第４号議案 食の会の件
２月２５日（日） 日間賀島にて昼食会 １０時栄たての街出発
昼食メニュー：幹事と旅行社で相談し旅館に依頼 フグ・伊勢エビ・鮑は外す
飲み物個人負担 カラオケ１曲 200 円なら利用 予算 1 人８,０００円が望ましい
目標５０名 申込締切１月２０日（早目に）先着とし事後調整
添乗：イマジネーションプロジェクト桑原社長（旅行社）

第５号議案 組合運営に関する件
スポンサー会員の入れ替えはあり得る 推選依頼 営業に結び付くように
理事長より予算のとらえ方の説明 予算の収支バランスについて
予算は総会で承認されているので収支バランスは大きく逸脱しないことが肝心
双葉会が会として機能するよう将来の位置づけをする
新役員候補：グレースインターナショナル・チーカス＋ヤマダ の名前が挙がる
婦人子供服工業組合との共済 役員交流会の提案あり 講演会に参加できるよう
第６号議案 その他の件
組合脱退 ㈲サンエムワイ 廃業 →７７社 と報告
次回役員会 ２月１９日（月） 午後５時より 御幸本町ビル５階会議室

役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成３０年２月１９日（月） 午後５時～６時２０分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

議題
第１号議案 事業報告
１月１５日（月）新年会 ジャズバンド演奏 ５２名参加 盛況かつ好評
２月２５日（日）食の会 ７１名申込 バス・船の追加チャーター
うれしい誤算 参加会社からカンパがあってしかるべしとの意見あり
開催案内に写真掲載の要望あり
第２号議案 平成２９年度収支決算見込の件
新年会・食の会が予算オーバーするがトータルで単年度収支１２万円赤字見込み
諸表の文言を平易にという指摘あり

例：賦課金を組合費と記載

組合費は組合員・賛助会員・特別賛助会員の内訳を提示の要望あり
第３号議案 第５７回通常総会の件
５月２１日（月） 東京第一ホテル錦１１階・３階 午後５時より
１．役員改選 理事は３名追加可能
新役員候補：坂倉氏・宇佐美氏・大畑氏に打診・依頼する
小池理事を副理事長に推薦の意見あり
２．講演会の講師
大和証券株式会社投資戦略部アナリスト課次長 石黒英之氏に依頼
３．懇親会のアトラクションにギター・ピアノ演奏はどうかという意見あり
第４号議案 平成３０年度収支予算案素案の件
異業種交流会の回数や特別賛助会員の年会費の見直しについて協議
意見・異業種交流会を年６回から４回にする
・年会費を１２万円から８万円にする
・年会費のランク分けをする
業種がバッティングしないよう役員より特別賛助会員新会員の推薦をしてもらう
４月に予算案を再検討するが、事前打合せが必要となる。
第５号議案 その他の件
新規加入見込 ㈱トーヨーニット 三重県四日市 賛助会員 番号取得
次回役員会 ４月１６日（月）午後５時より

