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４月１６日（月） 午後５時～６時１５分

場 所

名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

第１号議案 事業報告
２月２５日（日）食の会 日間賀島「中平」 ７１名申込 ６７名参加
５名以上参加 八木兵㈱１４名 林八百吉㈱８名 ＪＮニット７名
経費内訳 費用 昼食

３７３,８９６（大人５,７２４ 子供２,７００）

入浴料

９００

貸切バス

２２６,８００（大型１２万

有料道路

１０,５４０（バス２台）

海上タクシー

５７,２００（定期便大人団体１,２１０）

旅行取扱手数料

７５,６００（割引５０％）

旅行傷害保険
小計

小型９万 税別）

８,５２０
７５３,４５６

会費

１９４,０００（大人３,０００ 子供１,０００）

差引

５５９,４５６円

４月９日（月）カラー＆ファッションセミナー １２社２５名参加
第２号議案 平成２９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１１日 完了
事務局より説明し、承認された
概算 前期繰越除き 収入 6,561 千円 支出 6,687 千円 差引△125 千円
予算比 収入 21 千円増 支出 653 千円減 差引：予算△800 千円 決算△125 千円
前年比 収入 1,115 千円増 支出 750 千円減 親睦事業費 1,250 千円増 の要因
・特別賛助会員の加入・組合費の制度変更による賦課金 1,184 千円増
・職員パート化により人件費 1,083 千円減
・会議費 104 千円減
・事務所移転による備品費 122 千円減
・丸の内事務所売却精算により事務所費 672 千円
第３号議案 第５７回通常総会招集の件
５月２１日（月） 東京第一ホテル錦１１階・３階 午後５時より
１．総会・講演会・懇親会次第の確認
総会 午後５時～５時４０分 役員改選は指名推選 １１階チャーロ
来賓：中部経済産業局製造産業課・愛知県商業流通課・名古屋市労働産業課

講演会 午後５時４５分～６時４５分 １１階チャーロ
講師 大和証券㈱投資戦略部シニアストラテジスト 石黒英之氏
テーマ確認後案内発送
懇親会 午後７時～８時３０分 ３階ドルチェに移動
午後７時３０分～８時１５分 ライブ演奏 幹事：尾關副理事長の依頼
ヴォーカル：牛嶋としこ

ギター：湯田大道 ベース：北浦ゆたか

演奏料１０万円
２．役員改選 双葉会世代に次期役員幹部をバトンタッチするため今回は以下のとおり
交代 副理事長：安藤馨→安藤正美 監事：伊藤常行→伊藤精康
退任 理事：日比野旭 監事：高木明
新役員候補

理事：坂倉康也 宇佐美太郎 大畑久洋 細井智彦
監事：酒井善章 今村芳樹

役付変更 理事→副理事長：小池義仁 副理事長→常任理事：林幸春
新役員就任の諾否を総会までに確定
３．通常総会取材 中部経済新聞・繊研新聞に依頼
以上了承され招集決定
第４号議案 平成３０年度以降の事業計画の件
協議の結果以下のとおり決定
異業種交流会開催を年度６回から３回に変更
異業種交流会・懇談会、新年会・総会の開催曜日を通常総会以降は月曜から金曜に変更
懇親会会費を１社２名無料３人目から５,０００円に統一
３０年度の事業は開催済みを含め以下のとおりとする
４月 ９日（月）

第２８回カラー＆ファッションセミナー 名古屋銀行協会

４月１６日（月）

役員会 異業種交流会 ホテル名古屋ガーデンパレス

５月２１日（月） 第５７回通常総会 東京第一ホテル錦
６月 ４日（月） 連合会通常総会 明治記念館（東京）
７月２０日（金） 役員会 異業種交流会 東京第一ホテル錦
９月１０日（月） 第２９回カラー＆ファッションセミナー 名古屋銀行協会
９月２１日（金） 役員と特別賛助会員との懇談会 会場未定
９月３０日（日） 第１１回組合親睦ゴルフコンペ
１１月１６日（金）

富士カントリー可児クラブ

役員会 異業種交流会 東京第一ホテル錦

１月２５日（金） 新年会

アパホテル名古屋錦

２月２４日（日） 食の会 会場未定
３１年度の事業は一部変更され
４月第３金曜日に役員会・役員と特別賛助会員との懇談会
７月・１１月・３月の３金曜日に役員会・異業種交流会
５月３１日（金）に第５８回通常総会 東京第一ホテル錦
ゴルフ幹事の小林副理事長の体調によっては小池理事が代行

第５号議案 平成３０年度収支予算案承認の件
事務局より説明し、原案どおり承認
概算 前期繰越除き 収入 6,060 千円 支出 6,370 千円 差引△310 千円
２９年度と異なるのは
特別賛助会員の年会費を１社８万円に減額 異業種交流会３回開催で予算組み
新年会８５万円・総会３５万円に懇親会費をアップ パソコン買い換え費用計上
第６号議案 賛助会員規約一部変更の件
特別賛助会員年会費変更のため規約変更 総会に諮る
第７号議案 その他の件
新規加入 トーヨーニット㈱
泳水着製造

法人登記昭和３２年

年額３０億

三重県四日市

代表取締役は東洋紡より出向

東洋紡下請

ミズノの競

一部販売開始のため番号

取得 八木兵㈱と取引：水着・レギンス 年会費１口で４月より加入
脱退 昭和包装工業㈱ ２９年９月より参加なし

今年度より年会費は請求しない

団体ＰＬ保険 代理店㈱アサヒリオの依頼 平成３０年７月更新より幹事会社の変更
損保ジャパン日本興亜㈱→あいおいニッセイ同和損害保険㈱
免責１万円→０円 保険料ベース２５％減 チェックシートなし→事務簡素化
以上承認された
次回役員会 ７月２０日（金）午後５時より

通

常 総 会 報 告

１．招集年月日

平成３０年４月２６日

２．開催日時

平成３０年５月２１日 午後５時～６時

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

６２人

５．出席者総数

５０人（本人出席２０人 委任状出席３０人）により総会は成立

６．総会次第
１）開会

司会 事務局

２）ご来賓紹介 中部経済産業局産業部製造産業課
随行

課長 山田容功氏

〃

課長補佐 森下優彰氏

〃

係長 高木優太氏

愛知県産業労働部商業流通課 課長 成瀬明良氏
名古屋市民経済局産業部労働産業課 主査 虫鹿定男氏
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２９年度事業報告書及び収支決算承認の件
議長は事務局に、原案の要点を説明させ、監事に監査結果を求め、監事は帳簿、
証拠書類及び決算関係書類は正確妥当に処理されていることを報告しました。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３０年度事業計画書並びに収支予算（案）承認の件
議長は、事務局に原案の要点を説明させた後、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 賛助会員規約一部変更承認の件
議長は、事務局に変更理由と原案を説明させた後、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４号議案 平成３０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、第３号議案承認の結果を
踏まえ、昨年度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５号議案 役員改選の件
議長は、現役員全員は、本総会終結時をもって任期満了により退任するので、
次期役員として、理事２３人、監事３人の選挙を行いたき旨説明し、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、一旦休
憩を宣しました。
選考委員 安藤 馨氏、尾關實津成氏、岡田 秀氏
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、安藤

馨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ました
ので、次のとおり決定しました。
理

事

梅村 篤、林 憲志、小林俊彦、尾關實津成、小池義仁、
安藤正美、林 幸春、瀧 昌之、森 克彦、森 豊、
岡田 秀、森本敏郎、山本

勝、滝 茂夫、飯尾昌平、

石黒裕久、牧ヶ野潔久、山口健一、山内秀則、坂倉康也、
宇佐美太郎、大畑久洋、細井智彦
監

事

伊藤精康、竹畑政徳、酒井善章

代表理事（理事長）選考のため、臨時理事会を開催し、互選により選任しまし
た。同時に役付け理事の役職を一部変更し、いずれも就任を承諾しましたので、
次のとおり決定しました。
理事長

梅村 篤

副理事長

小池義仁、安藤正美

常任理事

林 幸春

他の留任した役員の役職は変更なしです。新役員は理事となります。
第６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、議案書の平成３０年度事業計
画書福利厚生事業の一部に開催年の疑義があり、事務局がお詫びと共に、２９年
を３０年と訂正しました。
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。尚、第６号議案で指摘のとお
り、議案書１３ページ３福利厚生事業の(１)講演会(２)組合親睦ゴルフコンペの
開催平成２９年は間違いで、平成３０年に訂正します。
７）ご来賓祝辞 中部経済産業局製造産業課 課長

山田容功氏

愛知県商業流通課 課長 成瀬明良氏 知事祝辞代読
名古屋市民経済局労働産業課 主査 虫鹿定男氏 市長祝辞代読
８）閉会

司会 事務局

報道関係 中部経済新聞社

繊研新聞社

同会場で午後６時１０分より、大和証券株式会社投資戦略部シニアステラテジスト石

黒英之氏により「世界のマーケット展望と投資戦略」のテーマで講演会を開催し、３１
名の参加がありました。午後７時１０分からは懇親会を１１階アンピオの間で行い、途中
でヴォーカル：牛嶋としこさん、ギター：湯田大道さん、ベース：北浦ゆたかさんのジャ
ズ演奏を聴きながら懇親会を行い、３６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３０年７月２０日（金） 午後５時～６時１５分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

梅村理事長が本日の議案全般について概要を説明の後、協議に入った。
第１号議案 事業の報告 文書報告 議案に記載のとおり
５月２１日（月）通常総会

東京第一ホテル錦

通常総会 本人出席２０名 委任状出席３０名 半数以上で成立
講演会 講師 大和証券

石黒英之氏 ３１名参加

懇親会 ジャズ演奏 牛嶋としこ・湯田大道・北浦ゆたか ３６名参加
経費内訳 費用 総会

会場

８１,８６４

通信

１０,７８０

印刷

３,５１０

小計

９６,１５４

懇親会 飲食

３００,０００

演奏

１００,０００

演奏者食事
小計
合計

６,８９０
４０６,８９０
５０３,０４４

会費

５,０００

差引

４９８,０４４

予算

４５０,０００ ・・・予算の懇親会費が過少

７月２０日（金）異業種交流会 参加予定２６名
プレゼン：名南経営・アーレックス 会社紹介：トーヨーニット（４月加入）
第２号議案 役員の役割分担
参加型組合を目指し活性化を図る。協議の結果、以下のとおり決定。
（敬省略） ○印がチーフ
１．新入会員募集・異業種交流担当
○小池義仁 細井智彦

大畑久洋 牧ヶ野潔久

宇佐太郎 三尾誠

２．ゴルフ・食の会担当
○安藤正美（食の会）

林篤男（ゴルフ） 坂倉康也 小林久敏 酒井善章 林幸春

３．総会・新年会担当
○尾關實津成 山内秀則
役割分担カードを事務局が作成
第３号議案 新規会員募集の件
協議の結果以下のとおり進めることとなった

・スポンサー会員 税理士 弁護士 物流 社労士 に打診
オープン参加よりスタートでよい
・旧東海ニット 何社か加入が見込まれる。名簿を入手し、他の企業にも声掛けしてもらう。
・同業（レディース等）

組合員として加入の勧誘を進める

第４号議案 今後の組合行事の進め方の件
協議の中での発言のまとめは以下のとおり
・開催曜日 金曜日に変更したが効果はしばらく様子をみる。月曜に戻す可能性もある。
・異業種交流会 参加数３０未満は黄色信号、マンネリ化している。
スポンサーのオープン参加、講師参加を可とし、密度を濃くする。
テーマを物流・労務・ＩＯＴとしてはどうか。
銀行のビジター講師派遣やＩＯＴ企業の紹介をしてもらったらどうか。
・ゴルフ ９月３０日（日）予定のため小林英明氏（サンブロス前専務）に依頼し富士可児に
１０組予約済み 今回は賞品等の手配を同氏にお願いする。
・新年会 若手社員参加の楽しいイベントにする。
・食の会 若い人が参加できるイベントを企画する。
第５号議案 その他の件
出席役員の組合に対する考え方や要望等についての発言のまとめ
・ＩＯＴ推進・ネット対策を考慮すべき
・著名人の経済動向の講演を希望する
・量販の値引き攻勢に組合で対抗策を講じることができないか
・物流費の削減等の情報がほしい
・活性化には既存組合員で欠席者へのアプローチも肝要
・変革の何らかのヒントが組合活動への参加で期待できる
文書報告 議案に記載のとおり
脱退 組合員 ㈱ノブスタイル 東区 倒産 弁護士より通知
賛助会員 ㈱ミヤジマ 大垣 後継者不在のため廃業
→現在 組合員：６１社 賛助会員６社 スポンサー会員：８社 合計７５社
次回役員会 １１月１６日（金） 午後５時より 御幸本町ビル５階会議室
各担当チームで役員会までに行事企画を立案し、役員会開催の補填とする。

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３０年１１月１６日（金） 午後５時～６時１５分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

第１号議案 事業報告
９月１０日（月）カラー＆ファッションセミナー 参加１６社５４名
内訳 名古屋ニット１４名 旧東海ニット２名 オールシューズ４名 婦人子供服３４名
→３１年度も婦人子供服工業組合に参加要請
９月３０日（日）親睦ゴルフコンペ ３６名参申込 大型台風２４号接近の恐れのため中止
今年度の順延開催はしない
１１月８日（木）東京ニット卸商業組合講演会・懇親会 ２社５名出席
１１月１６日（金）異業種交流会 参加予定３３名
プレゼン：大塚商会・オフィス西村・連合会常務理事 西日本物流のオープン参加
第２号議案 新年会の件
２月４日（月） 東京第一ホテル錦２階ブリランテ １００名以上収容可
一般社員が参加できるよう大募集
受付後

コンパニオンのウェルカムドリンクサービス で入場

午後６時 開会 理事長挨拶 来賓祝辞（議員）
午後７時 ジャズ演奏

４５分間 ４名編成バンド 演奏料１５万円

メンバー ヴォーカル：牛嶋としこ ギター：湯田大道 ベース：北浦ゆたか
パーカッション：ルベン・フィゲロア
午後８時 お楽しみ抽選会

賞品：幹事と事務局で打合せ５０名程度とする

午後８時３０分 中締め
→今後のアトラクションはマジック・ダンス・ものまねなどのエンターテイメントなショーも
考慮する
第３号議案 食の会の件
２月２４日（日）予定 日帰りバスツアー 今年度は名鉄観光にツアープランを依頼
提示された雄琴・焼津・浜松の３案を１０月２９日に食の会担当役員で検討
「雄琴温泉湯元館とラコリーナ」案を提案
提案理由：広くてきれいな会場でゆっくりと近江の名産会席をご賞味いただける
ラコリーナでショッピングは女性・若い方にも人気があり参加が見込まれる
昼食：近江名産会席６,４８０円 追加料理なし 内容は季節により変わる
お子様ランチ２,７００円 近江牛ハンバーグカレー・スープ・サラダ・デザート
スケジュール 栄午前９時発 昼食２時間１０分・買い物５０分 午後５時５０分ごろ帰着
募集 大型バス１台４５名

増車しない 先着順 定員になり次第締め切り

まず人数の申込み １社４名以内で調整 あとで参加者氏名・土産事前注文の連絡
費用見込 約４８万（昼食２９万（大人６,４８０円）・大型バス１台１３万・その他６万）
会費：大人３,０００円（近江名産会席の注文） 子供：１,０００円（お子様ランチの注文）
飲み物：個人精算 グループで注文・会計してもらう
入浴５９０円 個人会計
特典：ラコリーナ人気土産の焼き立てバウムクーヘン等は混雑が予想されるため事前予約可能
→協議の結果 提案どおり承認 １２月上旬には新年会と一緒に募集開始
第４号議案 平成３１年度行事日程の件
１１月５日の正副理事長会で提示された理事長案をもとに事務局原案を作成
決算から総会開催までの流れは役員会開催を含め法律に規定されている旨を出席役員に説明
協議し承認された組合年間行事予定は別紙のとおり
会場変更：ゴルフコンペは富士カントリーから小原カントリーに変更 幹事が予約
日程変更：新年会開催予定日は会場の空き状況により変更の可能性あり
第５号議案 その他の件
新規加入 株式会社三和ジャパン 旧東海ニット 組合登録番号取得のため
→加入承認 現在 組合員：６２社 賛助会員６社 スポンサー会員：８社

合計７６社

他に加入見込みの企業には呼びかけをする
通常総会 役員交代 瀧定名古屋㈱ 瀧昌之氏より瀧健太郎氏に交代 次回総会で選任
講演会 講師

幹事と事務局で打合せ

懇親会のアトラクション 入れるなら幹事と事務局で打合せ
次回役員会 ４月１９日（金）午後５時より 御幸本町ビル５階会議室
その前に予算案検討のための会合の必要あり

