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４月２０日（水） 午後１２時１５分～２時００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１８日（水） 愛知産業労働センター９０４会議室
午後３時３０分～ 総会
議案 第 1 号議案 平成２２年度事業報告・収支決算承認の件
第２号議案 平成２３年度事業計画・収支予算案承認の件
第３号議案 平成２３年度賦課金案承認の件
第４号議案 その他の件
午後５時３０分～ 懇親会 北京料理百楽 堀内ビル１４階
会費：５,０００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：繊研新聞
以上了承された
第２号議案 平成２２年度収支決算承認の件
４月１４日税理士監査、４月１５日監事監査の報告書を回覧し、別紙資料
に基づき事務局が説明
財産目録 現金・預金に東日本大震災義援金募金預り分を含み
仮受金に 1,913 千円計上
貸借対照表 当期純利益金 18,226 円で単年度黒字
（損益計算書・剰余金処分案にも同額計上）
有価証券評価差額△198 千円（県民債単価 99.01 円）
剰余金処分案 周年記念事業積立金へ 500 千円振替
周年記念事業積立金は 23 年度に 3,000 千円になる
収益 事務委託費 94 千円・雑収入 21 千円予算より増で賦課金の減少をカ
バー 前年度より 164 千円減だが予算より 89 千円増
費用

講習会費・親睦会費・総会費・役員会費・水道光熱費・修繕費は予
算を超過したが、前年度より 152 千円減、予算を 249 千円下回った

平成２２年度収支決算は承認された

第３号議案 平成２３年度収支予算案の件
別紙資料別紙資料に基づき事務局が説明
５０周年記念事業を除く予算は 5,530 千円で収支同額
収入 事務委託費ＰＬ保険・ソフトバンクテレコムの減で 810 千円
50 周年記念事業の財源は積立金 3,000 千円全額取崩し
受取利息 利率の低下のため 80 千円
雑収入 研修補助の減額のため 240 千円
支出 ５０周年記念事業以外は３月役員会で検討時とほぼ同じ
50 周年記念事業について協議

総枠 4,000 千円

式典部会分 式典費 800 千円 祝賀会費 1,200 千円
記念誌部会分 出版物費 1,450 千円
事業部会分 講演会費 200 千円
予備費 350 千円
第４号議案 新年賀詞交歓会の件
平成２３年１月１３日（金） 午後５時から８時
会場：観光ホテル 会費：８,０００円 で決定
ホテルに電話問合せする
第５号議案 その他の件
行事日程（案）
カラー＆ファッションセミナー ９月２８日（水） で決定
東日本大震災義援金募金 ３１社２団体 ２,７６５,１５５円
宮城県へ２００万円寄付 中日新聞へ７６５,１５５円寄託
について了承
中日新聞は５月２日（月）に現金を持参
宮城県は目録持参 七十七銀行へ振込 日程は県と調整中
報告事項
４月１３日カラー＆ファッションセミナー 参加９社２６名
共栄ニット㈱：組合加入の意思表示中があり、書類が整い次第正式に加
入してもらう
記念講演：講師の第一候補

ブラザー工業㈱相談役安井義博氏

茶谷副部会長が打診
記念誌 祝辞にサイン 市長：山口理事長が依頼
商工会議所会頭：牧ヶ野副理事長が依頼
次回会合 式典部会 5 月１０日（火） 午後１時 30 分より
50 周年記念事業実行委員会

６月８日（水）午後１時 30 分より

議題：講演会講師、案内発送先、式典プログラム、案内文

通

常 総 会 報 告

１．招集年月日

平成２３年４月２２日

２．開催日時

平成２３年５月１８日 午後３時３０分～４時５０分

３．開催場所

名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号
愛知県産業労働センター９０４会議室

４．組合員総数

６７人

５．出席者総数

５０人（本人出席１４人 委任状出席３６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 名古屋市市民経済局産業部産業経済課主査 橘 恵美氏
橘

恵美氏は紹介の後、ご祝辞を披露されました。

名古屋市議会議員 則竹勅仁氏 は４時過ぎ到着のため名前のみ紹介
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２２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、東日本大震災義
援金募金に３１社２団体が協力し、４月２６日に宮城県に２００万円、５月２日
に中日新聞社会事業団に７６５,１５５円寄託の旨報告させた後、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
した旨の報告をしました。次いで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２３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のメインは５０周年記念事業であり、予算案で周年記
念事業積立金を取り崩して事業収入とする旨を説明させた後、カラー＆ファッシ
ョンセミナーは商品の説得力が増す、ゑびす祭は年々盛大になる、ゴルフは友好
の場、５０周年記念事業の後援には名古屋を代表する企業から世界に注目される
企業に成長させたブラザーの安井氏を講師に迎えると補足説明を行い、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２３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、新規会員を募ることで健全な組合運営かつ積極的
な組合活動に協力を要請し、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 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、事務局より資料として提示し

た組合スケジュールをホームページに掲載しているので活用してほしい旨の発言
がありました。
他に発言はありませんでしたので、午後４時３０分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。
６）ご来賓祝辞 名古屋市議会議員 則竹勅仁氏
則竹議員の祝辞の後、約２０分質疑応答がありました。
７）閉会の辞

副理事長

石黒萬蔵氏

報道関係 繊研新聞社
会場の規定により午後５時までに片付け施錠をして退室しました。
５時１５分より百楽名古屋店（第三堀内ビル１４階）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２３年７月１３日（水） 午後１２時３５分～午後２時４５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 連合会総会報告
６月２日（木）セントレジス大阪 １９名出席
山口理事長

連合会理事長に再任（任期２年）

東京は官公庁との繋がり深く大阪はアパレル主導の組合化
第２号議案 賀詞交歓会の件
１月１３日（金） 午後５時より 名古屋観光ホテル１８階伊吹
講師 候補を協議したが次回役員会で茶谷常任理事から提案してもらう
理事長より名城・リニア等の話題が入るとよいとの意見
次回 案内状発送先も検討
第３号議案 第５１回通常総会の件
１．日時：平成２４年５月１６日（水）午後３時３０分から５時
会場：ウインクあいち 懇親会は次回役員会で決定
２．役員改選

新任 山田一彦氏（復帰） 酒井善章氏
交代 小関義会長から社長に の名前が挙がった
次回役員会で検討

３．定款上の役員の定数
定款では理事２５人以上３０人以内のところ実数が２１人のため
定款を変更する 案）２０人から２５人 次回役員会で決定
第４号議案 団体定期保険の件
１１月更新時団体扱い継続のためには被保険者１６名不足
加入各社で協力してもらい継続させることに決定
例年どおり更新案内を出す
第５号議案 ５０周年記念事業の件（第５回５０周年記念事業実行委員会）
１．記念講演
テーマ「私の人生観～経営への思い～」に変更
講演依頼書を事務局が作成する
講師略歴 茶谷常任理事が依頼

２．式典
案内状 猪村氏 会社宛
追加 信用交換所・ソフトバング名古屋支店
受付時間 午前１０時３０分より（名刺をご用意ください）
を追加
宛名書き ホテルに依頼

お盆明け８月末までに

発送 ９月初旬 回答締め切り ９月末日に変更
１社より複数出席可とし組合員は１人無料、２人目から会費１人１万円
とする旨を組合員に別紙で案内
回答葉書

出席者３人記入できるよう 横書きとする

部会長・副部会長は各部会部会員に出席を要請する 組合員が主体
準備品・役割分担は出席者が確定後 式典部会で検討
講師の控え室 ７月８日に会場を下見の際に確認
懇親パーティメニュー 人数確定後 ホテルと打合せ
３．記念誌
装丁 表紙・カバー表紙・表題 見本のとおり
中紙 『関西州ビジョンの提案』と同じ で了承
表題 「歩み」
（「あゆみ」
）毛筆書き 横山章一氏に理事長より要請
組合員名簿 社名・代表者名・住所・電話・ＦＡＸ

記載で了承

第６号議案 その他の件
組合員情報

脱退：㈱フォーエム ウメダ㈱
新規加入 ㈱サンブロス 加入を承認
賦課金は役員より１等級下とする
次回役員会に出席の案内を出す

次回役員会 ９月１４日（水）を１０月４日（火）正午からに変更
第６回５０周年記念事業実行委員会を兼ねる

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２３年１０月４日（火） 午後１２時２０分～２時４０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 平成２４年度総会までの日程（案）の件
４月１３日（金） カラー＆ファッションセミナー
４月１８日（水） 役員会

決算承認・予算案

総会以降の日程は３月の役員会で検討 承認された
第２号議案 第５１回通常総会の件
５月１６日（水） ウインクあいち

午後３時３０分～５時

予約済み

役員改選にあたり新役員候補、定款変更による役員の定数については別途
協議（正副理事長会などで）し、3 月役員会で提案
懇親会の会場はミッドランド４階をメインに事務局が候補を探す
第３号議案 ５０周年記念事業の件（５０周年記念事業実行委員会）
１．記念誌 最終原稿を提示 １０月末完成予定
内倉氏の貢献大 元記者の文章力を賞賛
２．式典
受付等役割分担をする 式典部会員が手伝いできるか確認する
領収証は後日送付とする
商工中金より組合へ感謝状贈呈の申出 式典で受ける
記念品を入れる手提げはホテルの方がよい
OB からは祝儀をもらわない 無料と通知する
３．中部経済新聞より５０周年特集記事掲載の提案
広告全５段４２万円で１面買取
広告料１０～２０万円紙面半分 組合員全員の社名を掲載
１１月１０日付け式典で渡せるとよい
牧ヶ野副理事長が新聞社と交渉する
４．記者会見の提案
１１月７日（月）午前１０時より商工会議所記者クラブに申出する
発表：理事長 副理事長も出席
次回実行委員会 １１月７日（月）午後１時３０分より開催を決定

第４号議案 賀詞交歓会の件
１月１３日（金） 名古屋観光ホテル１８階伊吹
午後５時～

講演 講師：候補を事務局に提案してもらう

午後６時～８時 懇親会
会費 組合員８,０００円 員外１０,０００円
案内発送先：５０周年記念式典の出席者から選定し増やす
第５号議案 その他の件
組合加入申込 ㈱マリモ レッグニット 番号取得希望 加入承認
ヤマツネ㈱代表取締役変更
９月２８日（水） カラー＆ファッションセミナー10 社 24 名参加
１０月５日（水） ゴルフ １０名参加予定（１名メンバー変更）
１０月２４日（月） 連合会役員会

マリオットアソシア１７階

１１月１２日（土）～１３日 ゑびす祭 １０月７日打合せ予定
団体定期保険 ４社１８名追加加入により団体契約継続可となった
終了後正副理事長と協議
１０月２４日連合会役員会の会食は 和食
記念講演講師謝礼 紅白の袋 ホテルに依頼 「謝礼」を筆耕してもらう

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１２月１日（木） 午後６時～６時３５分

場

所

ホテルオークラレストラン

議題
第１号議案 １０月役員会以降の秋の事業報告
１０月５日

親睦ゴルフコンペ 結果 １位黒田松男氏

１０月２４日 連合会役員会 名古屋マリオットアソシア 参加１５名
１１月１１日 創立５０周年記念式典 出席人数１２２名
収入３,３８０千円 支出４,２３千円 差引△６４３千円
出席者に喜ばれ盛会との評価
１１月１２日～１３日 長者町ゑびす祭 売上金４４２千円
配分につき理事長が今回は双葉会の提案どおり売上の半分を寄附するこ
とで役員の了承を求め承認された
双葉会メンバーとの会合を持つ 会長を決めてもらう ことで一致
第２号議案 賀詞交歓会の件
１月１３日（金） 名古屋観光ホテル１８階伊吹の間
午後５時～ 講演 講師： 名古屋市科学館学芸課課長 杉浦金之氏
テーマ「名古屋市科学館の改築について～建物・プラ
ネタリウム及び展示の概要について～」
プロジェクター使用 ３０分～４０分 質疑応答
午後６時～８時 懇親会
会費 組合員８,０００円 員外１０,０００円
案内発送先
佐藤ゆうこ 中田ちづこ 佐藤敦 熊田裕通 繊研新聞 中部経済新聞
中部経済産業局製造産業課

愛知県商業流通課 名古屋市産業経済課

商工中金 佐川急便 Ｑテック 太陽生命 ヤマシン 猪村工業
損保ジャパン メーワ 名古屋市科学館（講師） で決定
第３号議案 ３月役員会の打合せ日程の件
役員改選 新役員候補 定款変更（役員定数）の議題について
１月１３日賀詞交歓会の前に同会場で午後４時から臨時役員会開催を決定

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２４年１月１３日（金） 午後４時～４時３５分

場

所

名古屋観光ホテル１８階鈴鹿の間

第１号議案 通常総会の件
１．役員改選の件
理事４名不足のため新役員候補を以下のとおり役員会で推薦
各担当より就任依頼する
理事候補 ㈱サンブロス小林 担当尾關
㈱マリモ日比野 担当安藤
㈱ヤマダ大畑 担当宮崎
㈱丸銭屋中本 担当山口
引受の諾否を３月役員会までに確定しておく
役員定数については新役員の人数によって３月役員会で検討
２．懇親会会場について検討したが未決
名古屋駅近隣 和食か中華 予算１万円 再検討
第２号議案 その他の件
組合員情報
社名変更 婦人服製造卸 ㈱サンポー→㈱シルエット
新規加入申込 ㈱スリービー 婦人子供服製造卸 23 年 9 月設立
組合加入が承認された
３月役員会の議題予定を事務局が説明
平成２３年度収支決算見込
通常総会・・・役員改選 定款変更（役員定数） 懇親会
平成２４年度事業及び行事・・・行事予定 日程 口座振替
平成２４年度収支予算案
役員会開催曜日・開始時刻を協議し
平成２４年度から 金曜日午後４時から開催に決定
４月役員会は 4 月２０日（金）午後４時からに変更
次回役員会は予定どおり ３月１４日（水）午後１２時から

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２４年３月１４日（水） 午後１２時～２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

会議の前に 損保ジャパンより「業務災害補償プラン」の提案説明があり
組合員への案内が了承された
議題
第１号議案 平成２３年度収支決算見込みの件
50 周年記念事業 収入 3,380 千円 支出 4,023 千円 差引△643 千円
50 周年除く

収入 5,250 千円 支出 5,472 千円

差引△222 千円

単年度合計損失△866 千円
支出総額は予算を下回ったが、グループ保険の加入者数減により収入が予
算より△258 千円のため一般会計も赤字決算の見込み。
第２号議案 通常総会の件
１．役員改選の件
新役員候補 ㈱ヤマダ・㈱マリモ・㈱丸銭屋は就任不承知のため
理事候補 ㈱サンブロス小林俊彦氏 とすることとなった
２．定款の一部変更 第１６条役員の定数
新役員候補を入れても理事が２２人のため定款を
理事合計２５～３０人を２０人～２５人に変更と決定
３．懇親会

会場：南翔饅頭店（ミッドランドスクエア４階）中華・フリー
ドリンク 会費：8,000 円で決定

第３号議案 平成２４年度事業及び行事日程の件
１．口座振替採用の件
事務局提案を協議・検討した結果
円滑な集金方法として口座振替が妥当だが、組合員・事務局の手間を軽
減に配慮し、基本料・手数料の経費を極力抑え、口座振替に抵抗を感じ
る組合員の存在も考慮して
年２回の口座振替

振替日２７日

内容 賦課金・ＰＬ保険保険料・グループ保険保険料・番号登録管理料
懇親会費・セミナー会費は当日現金徴収・領収証対応
三菱ＵＦＪファクター㈱のワイドネットを利用
振替前に組合員へ振り替え明細の通知（事後の入金確認は不要）

を組合として採用することで
まず組合員にアンケートを取り、結果を４月の役員会で検討
難色を示す組合員があれば協力要請する 契約はそれから
２．平成２４年度行事及び日程（案） ※決定済み
役員会は当該年度は１月の役員会の申合せどおり金曜日午後４時から
※４月１３日（金） 第１６回カラー＆ファッションセミナー
※４月２０日（金） 役員会 決算承認・予算案・役員改選
※５月１６日（水） 通常総会 ウインクあいち 午後３時３０分から
懇親会
６月初旬

南翔饅頭店

午後５時３０分から

連合会総会 名古屋 会場：キャッスル

７月１３日（金） 役員会
９月１４日（金） 役員会
９月２８日（金） 第１７回カラー＆ファッションセミナー
１０月 ３日（水） 第５回親睦ゴルフコンペ 春日井カントリー
幹事：天明
１１月１０日（土）～１１日（日） 長者町ゑびす祭
１１月２９日（木） 役員会・組合忘年会 会場：未定
１月１１日（金） 賀詞交歓会 会場：未定 講師：未定
３月１５日（金） 役員会

決算見込・予算案

４月の監事監査 １９日までに実施で監事と調整
実施しない パソコン研修

で決定

第４号議案 平成２４年度収支予算案の件
事務局予算案は収支△200 千円だが±０にならないか再検討
総会後の懇親会の持出しは職員分のみ ゴルフコンペの賞品を減額
口座振替の基本料は年２回で手数料が減額できる
シンプルで掛金の安い弔慰金制度の見直しとして、グループ保険のＰＲを
総会等で行う。
カラー＆ファッションセミナーは参加人数が減少しているので見直し
秋は予定するがより参加者数の多く見込めるセミナーの実施を検討
第５号議案 その他の件
組合員情報
加入申込

㈱ジーワイティー ㈱フォーライズ Ｓ.Ａ.Ｔ.ジャパン㈱

３社共加入が承認された
脱退 鬼頭㈱ 23 年 12 月廃業（3 月に判明） 計７２社となる
次回 ４月２０日（金）午後４時より

