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２２年４月２１日（水） 午後１２時１５分から１時３０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 通常総会招集の件
５月１９日（水） 名古屋観光ホテル１８階
午後４時３０分～ 総会

鈴鹿の間

議案 第 1 号議案 平成２１年度事業報告・収支決算承認の件
第２号議案 平成２２年度事業計画・収支予算案承認の件
第３号議案 平成２２年度賦課金案承認の件
第４号議案 役員改選の件
第５号議案 その他の件
午後６時～

懇親会 御嶽の間 会費：６,０００円

招集通知 役員会以降 議案書（事業報告書・決算関係書類等）添付
開催案内 議員：市会議員（則竹）
官公庁：中部経済産業局 県産業労働部 市民経済局
報道：センイ･ジヤァナル 繊研新聞 日本繊維新聞
以上確認し、招集決定
開会の辞・閉会の辞・選考委員は事前に選定し事務局より依頼する
第２号議案 平成２１年度収支決算承認の件
４月１２日税理士監査 ４月１９日監事監査 済み
決算関係書類・予算・決算比較書を提示し事務局から説明
単年度３０千円の黒字にて決算承認
第３号議案 平成２２年度収支予算案の件
予算案を提示し事務局から説明
単年度収入５７９０千円・支出６１１０千円で予算案承認
第４号議案 役員改選の件
役付き変更・新役員については確定していないので、候補者全員に就任を
打診し内諾を得られたら総会に諮る
第５号議案 その他の件
４月１６日カラー＆ファッションセミナー 参加１５社３９名

行事日程変更
パソコン研修 ９月１０日・２４日→９月１０日・１７日
カラー＆ファッションセミナー １０月１日→９月２４日
賀詞交歓会 １月１３日（確定）
上記事務局案にて了承された
モリリン株式会社名古屋支店の組合担当（役員代理）が小島芳樹監査役から茶谷精一支店
長に交代のため、新担当茶谷氏の挨拶の後、情報交換を行った。
※平成２１年度決算・２２年度予算案は通常総会議案書を参照

通

常 総 会 報 告

１．招集年月日

平成２２年４月２２日

２．開催日時

平成２２年５月１９日 午後４時３０分～６時５分

３．開催場所

名古屋市中区錦一丁目１９番３０号
名古屋観光ホテル１８階 鈴鹿の間

４．組合員総数

６９人

５．出席者総数

５７人（本人出席１４人 委任状出席４３人）により総会は成立

６．総会次第
１）開会の辞

副理事長

牧ヶ野義雄氏

２）ご来賓紹介 名古屋市議会議員 則竹勅仁氏
名古屋市市民経済局産業部産業経済課

産業振興係長 竹内真也氏

３）理事長挨拶 山口健一氏
４）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、山口健一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。
５）議案の審議
第１号議案 平成２１年度事業報告書及び収支決算承認の件
議長は事務局に事業報告、決算及び剰余金処分案を説明させた後、監事に監査
結果を求め、高木監事が、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。次いで議長は補足説明し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２２年度事業計画書並びに収支予算（案）承認の件
議長は事務局に事業計画（９月２４日のカラー＆ファッションセミナーは９月
２１日に変更、7 月１４日の理事会は７月１３日に変更）及び予算案を説明させた
後、補足説明を行い、質疑応答の後、これ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３号議案 平成２２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金は昨年度と同額、徴収方法は昨年度と同
じとする旨の説明をさせた後、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 役員改選の件
議長は、現役員全員は、定款第１７条第１項第 1 号及び第２号のただし書きに
より、総会の終結時をもって任期満了により退任するので、次期役員の選挙を行
いたい旨を説明し、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。
議長は選考委員の選任方法を諮ったところ、議長に一任されたため
選考委員 仲島淳司、林 幸春、高木 明 以上３人
を指名し、選考委員会を開催するため一旦休憩しました。

選考委員の役員選考が終わったので、議長は議事を再開し、選考委員を代表し
て、仲島淳司氏が選考結果を以下のとおり発表しました。
理事 山口健一

理事 天明義彦

理事 山本 勝

同

牧ヶ野義雄

同

尾關實津成

同

小関輝義

同

林 憲志

同

宮崎忠夫

同

滝 茂夫

同

石黒萬蔵

同

森 克彦

同

森

同

安藤 馨

同

林 幸春

同

岡田 秀

同

瀧 昌之

同

横山章一

監事

飯尾昌平

同

仲島淳司

同

森本敏郎

同

伊藤常行

同

平野彰男

同

高橋康之

同

高木 明

同

梅村 篤

豊

議長は上記の選考結果を議場に諮ったところ全員異議なく承認可決され、かつ
上記全員が就任することを承諾しました。
ここで臨時の理事会を開催し、代表理事に山口健一氏が選任され、山口氏は代
表理事就任を承諾しました。
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、事務局より損保ジャパンの就
業規則チェックサービスを組合員に紹介する旨発言がありました。他に発言はあ
りませんでしたので、本日の議案審議は全部終了し、午後６時５閉会しました。
※議案の内容については議案書を参照してください。
６）新理事長挨拶 山口健一氏
７) ご来賓祝辞 名古屋市議会議員 則竹勅仁氏
名古屋市市民経済局産業部産業経済課
８）閉会の辞
報道関係

副理事長

竹内真也氏

石黒萬蔵氏

センイ・ジヤァナル社 繊研新聞社 日本繊維新聞社

６時１５分より同会場１８階御嶽の間で組合員の懇親会を行ない、１５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２２年７月１３日（火） 午後１２時２０分～２時

場

所

名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

特別講師 中国銀行名古屋支店支店長 雲 毅 氏
テーマ：中国ビジネスと中国銀行の果たす役割
質疑応答などで午後１時１０分終了
議題
第１号議案 連合会総会報告 理事長より
６月２日花がすみ（東京） １８名出席
第２号議案 役員の役付け変更の件
理事顧問→常務理事

森 克彦

理事→常務理事

林

幸春

（敬称略）

上記のとおり承認され 常務理事就任を承諾
第３号議案 親睦ゴルフコンペの件
１０月６日（水） 春日井カントリー
募集人数・競技方法・賞品・会費

前回と同じ 幹事：天明常任理事

他社：佐川・Ｑテック・報道各社・中国銀行も誘う
第４号議案 年末役員会・組合忘年会の件
１１月２６日（金） ５時３０分から役員会 ６時から忘年会
会場：仲島常任理事が候補選定 ９月の役員会で提案
会費：１５,０００円 で決定
第５号議案 賀詞交歓会の件
１月１３日（木） 東京第一ホテル錦
講師：中国領事に依頼 雲支店長に仲介依頼 で決定
第６号議案 ５０周年記念事業の件
開催 平成２３年度とする 予算：３００万円
総責任者：理事長
実行委員会メンバー：正副理事長で検討し９月役員会に提案
事業内容：５０年史・記念式典・表彰等 の意見が出された

第７号議案 その他の件
組合員情報

脱退：近藤㈱ ㈱カレーズ →組合会員数７０

双葉会 会計報告・8 月青島視察（6 名参加予定）案内を 回覧
ゑびす祭

あいちトリエンナーレ・ＣＯＰ１０開催中で外国人客も多数見
込まれるため、理事長より組合員に協賛品拠出を要請

平成２３年度 総会 会場：ウインクあいち ガーデンパレス で検討
９月の役員会に事務局から提案
カラー＆ファッションセミナー 講師：モリリンが打診中

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２２年９月１５日（水） 午後１２時２０分～１時５５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 年末役員会・組合忘年会の件
１１月２６日（金） ５時３０分から役員会 ６時から忘年会
仲島常任理事より会場数店舗の提案があり協議の結果
会場：加瀬（住吉） 会費：１５,０００円（組合負担１８,０００円）
特別拠出金：例年どおり（理事長２万 副理事長１万 常任理事５千）
お楽しみ抽選を実施
で決定 仲島常任理事と事務局で下見し予約する
第２号議案 第５０回通常総会の件
会場候補として事務局が２案提示し説明
第１案 ウインクあいち
費用 小会議室（平日午後）・マイク 2 本

11,700 円

スケジュール 15：00～15：30 準備・受付
15：30～16：30 総会
16：30～17：00 あとかたづけ（参加者が手伝う）
17：30～

懇親会 百楽（中華：第三堀内ビル）

第２案 ガーデンパレス
費用 会場費・マイク 2 本・ホワイトボード 23,257 円
スケジュール 17：00～18：00 総会
18：00～

懇親会（和・洋・和洋）

協議の結果第１案とし、あとかたづけは参加者が手伝う
開催日は平成２３年５月１８日（水）で決定
事務局が下見をし予約する
第３号議案 ５０周年記念事業の件
牧ヶ野副理事長及び理事長より平成２３年度に実施の趣旨説明
事業内容（記念式典・記念誌発行等）・予算３００万円について協議
実行委員会発足のためメンバーを以下の 9 名選出
委員長：牧ヶ野副理事長
委員：石川副理事長・石黒副理事長・安藤副理事長・瀧常任理事・
仲島常任理事・平野常任理事・茶谷常任理事・高木監事

実行委員会 １０月１３日（水）１３：３０～１５：３０に開催とした
（理事長臨席）
第４号議案 その他の件
組合員情報

代表変更：㈱プランシャン 住所変更：㈱日進衣料 の報告

国債 22 年 9 月償還 国債買い付けすると 100.53 円年利回り 0.291％のため
あいち県民債に変更（5 年満期 100 円年利回り 0.4％）が了承
パソコン研修 9/10 参加 2 名 9/17 申込み 3 名 のため来年度は中止
９月２１日（火）カラー＆ファッションセミナー 申込み 12 社 32 名
来年度以降の講師：笠原氏個人に依頼 を了承
１０月６日（水）親睦ゴルフコンペ 申込み 11 名（あと１名森理事に問合
せ依頼） 賞品の商品券を丸栄外商に依頼
9 月２２日（水）が会場に組合せ済みの申込みＦＡＸ締め切り
ゑびす祭 ９月１６日に組合員・双葉会メンバー宛
発送先 八木兵錦 10 号館

協力依頼文発信予定

藤井匡介氏宛 を確認した

双葉会メンバーとの打ち合わせ １０月１日の予定
１０月２８日（木）連合会役員会 ザ・リッツ・カールトン大阪２Ｆ
正副理事長に会議案内・会場パンフを配布 事務局欠席
１月１３日（木）賀詞交歓会

講師：中国総領事（中国銀行名古屋支店雲

支店長より問合せ中）につき事務局が確認する

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２２年１１月２６日（金） 午後５時３０分～６時

場

所

日本料理 加瀬

議題
第１号議案 役員退任の件
平野彰男常任理事の退任が承認された
第２号議案 賀詞交歓会の件
１月１３日（木） 東京第一ホテル錦３階
午後５時より 講演

講師：張中国総領事

午後６時より 懇親会
来賓：議員 佐藤、中田、則竹
業界紙：センイ・ジヤァナル、繊研
外来：商工中金、佐川急便、Q テック、ヤマシンオーナメント
上記について了承された
第３号議案 平成２３年度総会までの日程（案）の件
下記の事務局案が承認された
４月１５日（金） カラー＆ファッションセミナー
４月２０日（水） 役員会

決算承認・予算案

５月１８日（水） 総会

ウインクあいち 午後３時３０分から

懇親会

百楽

午後５時３０分から

4 月の役員会までに監事監査・税理士監査を完了する
第４号議案 ５０周年記念事業の件
9 月の役員会で組合創立５０周年記念事業を２３年度に実施が決定
実行委員を選定
１０月１３日第１回実行委員会の報告
目的 過去の功績を称え将来の発展に向けてのターニングポイント
実行委員だけでなく組合員全員の参画により企画実施する
役割分担 以下の 4 つの委員会を設置
委員長・副委員長は実行委員を充てる
総務委員会

委員長 石川

副委員長 瀧

式典委員会

委員長 牧ヶ野 副委員長 仲島

記念誌委員会 委員長 安藤

副委員長 高木

事業委員会

副委員長 茶谷

委員長 石黒

組合員はいずれかの委員会に入ってもらう
式典 １１月１１日（金）午前１１時から 観光ホテル 規模１００名
講演会等 事業委員会で検討
記念誌 １１月５日・２４日に委員会開催 方針を検討中
組合員へは実行委員長から記念事業各委員を委嘱
第２回実行委員会 １月２６日の予定 各委員会で原案持ち寄り
第５号議案 その他の件
組合員情報
新規加入：㈱アイジェイ 春日井市 輸入卸 番号取得のため
１０月２８日（木）連合会役員会 ザ・リッツカールトン大阪 １３名
9 月～１０月の事業報告は別紙参照
組合加入の際、社歴を記載してもらう 審査規約を３月の役員会で検討

資料 秋の事業報告
１．第３回パソコン研修 会場：組合会議室
講師：㈱ニューホライズンジャパン 佐々木葉子氏
午後１時～４時 ２回開催

定員８名（３社延べ４名）参加

９月１０日（金） ワード応用 ・・・チラシ作成
９月１７日（金） エクセル基礎・・・リスト作成
※参加者が少ないため２３年度の開催は？
２．第１３回カラー＆ファッションセミナー
９月２１日（火）会場：名古屋銀行協会４０３号室 午後１時３０分～３時３０分
講師：ダイヤモード㈱ファッションコーディネーター笠原淑郎氏
名古屋ニット １２社３１名参加（関連２社 5 名含む）
東海ニット

１社 ２名参加

※２３年度から笠原氏個人に講師依頼
３．第３回組合親睦ゴルフコンペ
１０月６日（水） 春日井カントリークラブ １１名参加 快晴
東コース９時００分アウトスタート ダブルペリア方式
入賞者

（氏名・社名は敬省略させていただきます）
佐川急便より清酒２本・商品券寄贈のため特別賞追加
優勝

山田一彦

２位

黒田松男

３位

天明義彦

５位

安藤 馨

７位

山口兼市

ブービー賞

森

ニアピン賞

正人

４ホール 湯川真樹
７ホール 梅村 篤
１２ホール 森

豊

１５ホール 該当なし
ラスト賞（ニアピン賞に替えて） 牧ヶ野義雄
特別賞 ドラコン賞

８ホール 天明義彦
１７ホール 仲島淳司

当日賞

６位

森

豊

４．第１０回名古屋長者町ゑびす祭
出店スペース １ブース３.６ｍ×１.８ｍ
出店場所：ゑびす祭本部付近（桜通から南へ２本目の袋町通と本重町通の中間西側）
１０月２３日（土）曇り後晴れ 午前７時３０分準備～午後５時終了 後片付け
１５日（日）曇り後雨 午前８時準備～午後３時降雨のため撤収 4 ケース分残
協賛品提供 １8 社 ４３個口
アウター・インナー・靴下・手袋・マフラー・帽子・ベルト・アクセ等

㈱アイリン

㈱石黒商店

㈱シャレックス
㈱ナカシマ

㈱エスト

瀧定名古屋㈱

㈱日進衣料

モリリン㈱名古屋支店

㈱ギャレット
㈱タナカ

林八百吉㈱

八木兵㈱

㈱酒井商店

㈱東京足袋本舗
㈱フォーエム

㈱ヤマダ

㈱プランシャン

ヤマツネ㈱

当日スタッフ ニット双葉会メンバー７名（交代にて）
・事務局
１日目 安藤 石黒 大畑 伴野 牧ヶ野（午後から） 岡田
２日目 梅村 大畑 酒井 岡田
事前打合せ １０月１日（金）午後７時３０分より 双葉会メンバー７名・事務局
経費 出店料

１０,０００円

テント代

１０,０００円

レジ袋

１,３５６円（補充分）

（昼食 交代で 昼食代各自負担）
売上（経費除く）
１日目

２３０,０００円

（よりどり３品１,０００円でスタート）

２日目

１３６,０００円

（よりどり５品１,０００円でスタート）

合計

３６６,０００円

（昨年４２６,２２１円）

売上配分 組合

１８３,０００円 雑収入計上

ニット双葉会 １８３,０００円 会計（酒井）に手渡し
運営協力
八木兵㈱

協賛品受取り・保管（八木兵錦 1 号館）１日目朝の搬入まで
什器等提供：ワゴン２台 机１台
２日目終了後ゴミ・段ボール・残品回収

㈱シャレックス ポップ作成
㈱大橋商店 １日目終了後

協賛品・什器等保管

ゑびす祭りスタッフ テントの設営・撤収
組合事務局 鋏・カッター・ガムテープ・ポップ用インク・つり銭準備
現金管理 買物（レジ袋補充）
※見栄えのよいレイアウトができるとよい 要ラック

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２３年３月１６日（水） 午後１２時１０分～３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
特別議案

東日本大震災義援金の件
理事長より義援金募金の提案があり協議の結果以下のとおり決定
組合で義援金募金を行う
募金額 組合員１社あたり１０,０００円以上 個人１,０００円以上
方法

会社単位でとりまとめ

組合口座（ゆうちょ銀行または三菱ＵＦＪ

銀行）に振込または事務所に持参
期間 ４月１日（金）まで
寄託先 中日新聞社会事業団 に持参
領収証 中日新聞社会事業団が発行

リストに記載

事務局から早急に組合会員に案内を送付する
４月の役員会で報告
第１号議案 宿泊保養施設契約の件
事務局より組合の保養施設として、真珠卸大山㈱系列のひろはま荘（三重
県志摩市志摩町和具：大山観光開発㈱経営）を資料にもとづき提案
協議の結果 宿泊保養施設利用契約の締結が決定
組合員と従業員及び家族は契約（割引）料金（通年同額）で利用ができる
契約は後日 契約後案内送付
第２号議案 組合加入審査の件
審査基準、運用手順を協議の結果以下のとおり決定
・加入申込時の提出書類
組合加入申込書、会社案内または会社概要、会社謄本
・組合費等級の決め方
加入年度は５級とし、翌年度以降の組合費は賦課金委員会で検討、役員
会で承認を受ける
・加入諾否の手順
事務局から理事長に報告、理事長が諾否を決定、承認の場合加入申込書
に理事長承認印を押印、役員会で報告し事後承認
・加入申込書に理事長承認印欄を設ける

第３号議案 平成２２年度収支決算見込みの件
別紙資料をもとに事務局から説明 単年度約 3 千円黒字の見込
第４号議案 通常総会の件
５月１８日

懇親会 百楽（洋室で予約） 会費：５,０００円 が了承

平成２４年の会場はウインクあいちの状況をみてから決める
第５号議案 平成２３年度行事及び日程の件
協議の結果以下のとおり決定
４月１３日（水） カラー＆ファッションセミナー
４月１５日（金） 監事監査
４月２０日（水） 役員会

決算承認・予算案

５月１８日（水） 総会

ウインクあいち 午後３時３０分から

懇親会 百楽

午後５時３０分から

６月 ２日（木） 連合会総会 大阪
７月１３日（水） 役員会
９月１４日（水） 役員会
１０月 ５日（水） 親睦ゴルフ 春日井カントリークラブ
幹事：天明常任理事
１１月１１日（金） ５０周年記念式典
１１月１２日（土）～１３日（日） 長者町ゑびす祭
１月１３日（金） 賀詞交歓会
３月１４日（水） 役員会
後日決定

決算見込・予算案

９月のカラー＆ファッションセミナー

実施しない パソコン研修

２２年度の参加者が少なかったため

１１月の役員会・忘年会 ５０周年記念式典実施のため
第６号議案 平成２３年度収支予算案の件
別紙資料をもとに事務局から説明 50 周年記念事業を除き収支同額 5,530
千円で立案 双葉会支援金、総会会場費用は再検討

4 月役員会で決定

第７号議案 ５０周年記念事業の件
役員会において第３回実行委員会を実施した
牧ヶ野実行委員長より 4 つの委員会の名称を部会に変更の提案があり了承
式典部会部会長を仲島常任理事、副部会長を林常任理事、山本理事の提案
３氏は就任を承諾
式典 仲島部会長が原案の説明、協議の結果
案内発送先 衆議院議員 増やす
市議会 北区・西区・中村区の議員追加

官公庁

韓国総領事追加

報道 中日新聞追加
関係団体 ニット商連でなく東京ニットにする
名古屋中法人会でなく名古屋法人会
銀行協会はやめ レッグニット追加
配送 西濃・福山・トナミ・近鉄物流追加
金融 名古屋・中京・大垣共立・愛知・百五・岡信・
瀬戸信・碧信・岐阜信追加
商社 豊田通商・シナトモ・コウワ・伊藤忠・丸紅・
グンゼ片倉追加
乙仲 三井倉庫・大森回漕・濃尾倉庫・中京倉庫・
日新・三協・モリキチ・日本トランシティ・
東洋追加
ＯＢ 伴ケイジ・徳永・伴野史郎・杉山峰久・
猪村一夫（元東海ニット理事長）追加
感謝状 理事長経験者２名のみ、副理事長経験者はやめる
懇親パーティ １時間位でよいのではという意見あり
会費 案内に記載しない
予算 ２００万円
記念誌 構成内容資料に基づき安藤部会長が説明
表題 案があれば事務局まで
祝辞 市長・商工会議所会頭の２名
予算 １４５万円
事業 講演会講師につき茶谷副部会長が候補一覧を提示し説明
名古屋で知名度があり格調の高い人物から選定することとなった
予算 ２０万円以下
総務 予算総額４００万円の方向で検討 ４月役員会で決定
第８議案 その他の件
組合員情報
加入申込：鬼頭㈱ ＹＫＫファスナー代理店 婦人インナー 番号取得
組合加入を承認
脱退：㈲ニット岡崎 を承認
脱退後番号使用：共栄ニット㈱ 理事長が先方と話をする

