
  
                   平成２６年度事業報告  

平成２６年２月１日～平成２７年１月３１日 

 基礎科 研究科 ゼミ科 特別講座 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ その他   

平成 

２５ 

年 

２月 

14. 開講式･ｶﾞｲﾀ゙ ﾝｽ 

「繊維の基礎を学ぶ」 

小泉相談役 

グループディスカッション 

交流会 

主婦会館ﾌ゚ ﾗｻﾞｴﾌ 

21. 開講式 

事故所見書作成の基礎 

 住連木まさし先生 

TeMA会議室 

 

 

  4.三役会・役員会 

14. 基礎科開講式・交流

会  主婦会館ﾌ゚ ﾗｻﾞｴﾌ 

21. 研究科開講式  

17.コミッティ会議  

TeMA会議室 

３月 28.第1章 繊維の種類 

第2章 繊維の特性

     綿 

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

28. 副資材の知識 

辻林里枝先生 

 TeMA会議室 

 

14.開講式 

【会員限定公開講座】

「儲かる仕事より社会

に役立つ仕事を！」  

高瀬拓士先生 

日中友好会館 

  6.三役会・役員会 

14.総会・ゼミ科開講式

及び講習会・懇親会 

 日中友好会館 

４月 25.第2章 繊維の特性  

麻・絹 

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

18.クロージングの構造

①《ジャケット編》 

滝沢 滋先生 

 TeMA会議室 

 14.ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

「商業ｸﾘ ﾆーﾝｸﾞ勉強会」 

岡崎･門井･飯田講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 4.三役会・役員会 

15.コミッティ会議 

TeMA会議室 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ90号発行 

５月      13.三役会・役員会 

６月 20.第2章 繊維の特性  

ウール 

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

13.クロージングの構造

②  

滝沢 滋先生 

 TeMA会議室  ー

19.「クレーム対応ｾﾐﾅｰ」 

川合健三先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

14.ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

「クリーニング工場見学と 

情報交換会」 

㈱ひばりクリーニング 

25.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ① 

加藤講師・志村講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 3. TES受験講座 ① 

TeMA会議室 

6.三役会・役員会 

 

 

 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ91号発行 

７月 18.第2章 繊維の特性  

化学繊維 

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

18.縫製工場見学 

工場見学・説明及び質

疑応答・店舗見学  

花菱縫製㈱岩槻工場 

 

 16.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座② 

田村講師・杉崎講師  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ 

23.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座① 

徳田二朗講師  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

8. TeMA-CA会勉強会 

「このシミ取れるにどう応

えるか」一部：門井講師 

二部：ｸﾞﾙー ﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

1. TES受験講座②  

TeMA会議室 

4.三役会・役員会 

14.コミッティ会議 

大阪 

 

８月  7.第2章 繊維の特性  

まとめと事例 

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

22.JIS染色堅牢度検査 

方法の解説と染色・加工  

多摩テクノプラザ 

 

27.百貨店の品質管理室 

見学と情報交換会  

東武百貨店 

6. 受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座③ 

小野講師・門井講師  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

20.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座② 

徳田二朗先生 

㈱三幸社 

 5 三役会・役員会 

 

９月 12. JIS染色堅牢度 

検査方法の解説と染色・加工  

都立産業技術センター 

多摩テクノプラザー 

 

19.実践・事故所見書 

作成法     

住連木まさし先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 10.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座④ 

飯田先生・中村講師   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

17.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座③ 

稲田裕義先生 

 ｸﾘｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾝﾀ- 

11.ＣＡ第一次試験 

筆記 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 

 

5.会・役員会 

26.カリキュラム会議 

TeMA会議室 

１０

月 

17.繊維知識の総集編 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

17.繊維製品品質試験 

・検査方法の見学 

カケンテストｾﾝﾀー  

 

24.服飾副資材見学と 

情報交換会   

㈱ＳＨＩＮＤＯ 

8.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座⑤ 

講師全員 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

17.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座③ 

井藤みどり先生 

 ｸﾘｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾝﾀｰ作業室 

2 TeMA-CA会勉強会② 

｢クレームの8割は防げる」  

 中村美和子講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ  ー

3. 三役会・役員会 

14.コミッティ会議 

TeMA会議室 

 

 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ92号発行 

１１

月 

14.第4章 生地･織物  

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

21. ｱﾊﾟﾚﾙで発生した 

ｸﾚｰﾑ事例と予防策 

加藤峰雄先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 12.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座⑤ 

門井講師  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

21.「JIS絵表示が変わる

～商業ｸﾘ ﾆーﾝｸﾞの新たな

役割とは？～」 

TeMAJIS 整合化委員 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 5.ＣＡ第二次試験 

ロールプレイング 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

6.三役会・役員会 

 

１２

月 

19.第4章 生地 編み物  

第5章 染色 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

19.流通業から見る 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業のｸﾚｰﾑ対応  

窪田一郎先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

16.【公開講座】 

パネルディスカッション 

｢クリーニング 業の未来を

考えよう｣ 

クリーニング 優良企業 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

  

 

5.三役会・役員会 

 

 

 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ93号発行 

平成 

２７

年 

１月 

16.３科合同 

『最新クリーニング事例』住連木まさし先生   

修了式 

懇親会  

主婦会館ﾌ゚ ﾗｻﾞｴﾌ 

 28TeMA-CA会勉強会 

｢～お客様の心を置き去り

にしていませんか？～」 

㈱C&C 宝田佳永子先生 

新人歓迎会 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

8.役員会 

16.修了式  

懇親会 

主婦会館ﾌ゚ ﾗｻﾞｴﾌ 

 



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　繊維商品めんてなんす研究会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 13,103,365

前払金 7,309

　流　動　資　産　合　計 13,110,674

２　固定資産

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 13,110,674

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 177,120

預り金 29,088

前受金 86,000

　流　動　負　債　合　計 292,208

２　固定負債

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 292,208

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 13,119,687

 当期正味財産増減額 △ 301,221

 正味財産合計 12,818,466

負債及び正味財産合計 13,110,674

　平成２６年度  貸借対照表

平成２７年　１月 ３１日　現在

科 目 金 額


	2014H26-1事業報告HP.pdf
	2014H26-1貸借対照HP.pdf

