
 

            

 
平成２７年度事業報告  

平成２７年４月１日～平成２８年３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   

４月      2.三役会・役員会 

14.コミッティ会議 

TeMA会議室 

５月      21.三役会・役員会 

21.定時総会  

TeMA会議室 

６月 19. 開講式･ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

グループディスカッション 

交流会 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

19. 開講式 

製品加工 

 池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

17. 開講式  

最近の労務事情と対策 

諸星裕美先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

2.TES受験講座 

試験の説明と概要・事例と論

文について  門井･杉崎講師 

24.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座① 

接客の基本・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞの基礎

知識   中村・志村講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

30 TES受験講座 

事例・論文を個別に説明 

門井･杉崎講師 

18.CA会スタッフ会議 11.三役会・役員会 

19. 基礎科・研究科 

開講式・交流会   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー
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増刊号 

７月 10.天然繊維（植物繊

維①）繊維とは何か？ 

繊維の分類・綿繊維 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

24. 染色工場見学会 

㈱黒沼染色工場 

 

16.アメリカ発の新しいビ

ジネスモデル ＷＡＳＨ

＆ＨＯＬＤの可能性    

㈱アピッシュ  

山崎美香先生 

職業能力開発ｾﾝﾀ  ー

14.アパレル情報交換会 

ﾜｲｼｬﾂの知識を深めよう 

日本ｼｬﾂｱﾊﾟﾚﾙ協会  

中村理事長・三好副理事長    

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

22.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座② 

繊維・ｼﾐ抜きの基礎知識   

田村・門井講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

29.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座① 

機械から考える品質ｱｯﾌﾟ① 

    徳田二朗先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 9.三役会・役員会 

13.コミッティ会議 

大阪 

30.CA会スタッフ会議 

30.ﾃﾏﾘﾎﾟー ﾄ編集会議 

８月 21.天然繊維(植物繊維

②)綿以外の植物繊維  

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

21.縫製工場見学と 

店舗見学 

花菱縫製㈱ 

25.販売者目線でのシャ

ツの知識  

㈱花菱縫製 

小河原京一先生 

19.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座② 

機械から考える品質ｱｯﾌﾟ② 

   徳田二朗先生 

㈱三幸社 

26. 受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾄ講座③ 

特殊品・ﾌｧｯｼｮﾝの基礎知識  

小野・杉崎講師 

5. TeMA-CA会勉強会① 

お客さまの為に学ぶｽｰﾂ

のあれこれ    

 ㈱花菱縫製 

手塚敏永先生 

 

6.三役会・役員会 

 

 

９月 11.天然繊維（動物繊

維①）池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

18.副資材の知識 

(ボタン・芯地・裏地・フ

ァスナー) 

辻林里枝先生 

 TeMA会議室 

28.29.着物染め・加工・修

正・メンテナンス・レンタ

ルケアと織物工場伝統工

芸の見学 

    新潟十日町 

㈱はぶき 

勇屋織物㈱  

2.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座④ 

法律の基礎知識・まとめ 

飯田・中村講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

30. 工場ｴｷｽﾊﾟー ﾄ講座③ 

品質ｱｯﾌﾟに繋がる洗濯方法  

稲田真吾先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

10.ＣＡ第一次試験  

筆記      ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

 ー

 

3.三役会・役員会  

㈱不二ドライ 
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１０

月 

9.天然繊維（動物繊維

②） 池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

23.ボタン工場見学 

㈱アイリスボタン 

 

 8.受付ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座⑤ 

ロールプレイング 

受付エキ全講師・ＣＡ会 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ- 

28.工場ｴｷｽﾊﾟー ﾄ講座④ 

基本的な仕上げの技術 

井藤みどり先生  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ作業室 

 2.三役会・役員会 

14.コミッティ会議 

福岡 

27.ＣＡ試験審査員会

議 

１１

月 

 13.化学繊維①（再生

繊維・半合成繊維） 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

11.皮革工場の見学 

都立皮革技術ｾﾝﾀ  ー

 

10.手織絨毯のメンテナ

ンスｸﾘｰﾆﾝｸﾞと高級ペル

シャ絨毯の見学 

㈱大成ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

25.工場ｴｷｽﾊﾟｰﾄ講座⑤ 

基本的なしみ抜き技術 

門井講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

2.4.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

18.TeMA-CA 会勉強会

② 

おもてなしウォッチング・

ディスカッション 

銀座視察・ｸﾘー ﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

5 三役会・役員会 

12.ﾃﾏﾘﾎﾟー ﾄ編集会議 

 

１２

月 

11.化学繊維②（合成

繊維と最近話題の機

能性素材） 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

18.洗浄理論 

(ドライ・ランドリー・ウェッ

ト) 

岡崎講師 

TeMA会議室 

 

2.エンパワーメントの組

織づくり 

㈲セカンドダイニング早

津茂久先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

11.ウエット表示試験工場認

定の認定講座① 

岡崎・田村・今泉講師 

鷲見先生  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 3.三役会・役員会 
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第１号議案－2 
 

     ２０１６年 

 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   

１月 15.皮革・毛皮・合成

皮革と人工皮革 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

22.JIS試験方法と絵表

示について 

TeMA会議室 

 

 27.ウエット表示試験工場認定の

認定講座② 

岡崎・田村・今泉講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

20.CA会スタッフ会議 13. 三役会・役員会 

15.カリキュラム会議 

 TeMA会議室 

 

２月 12.繊維素材とクリーニ

ング事故 

  池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

26.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

 

24.百貨店から見た今後

の営業戦略と人材育成 

㈱東武百貨店  

紫桃満之先生 

職業能力開発ｾﾝﾀ  ー

9.TES受験説明会 

門井・小野・杉崎講師 

TeMA会議室 

25.アパレル情報交換会 

芯地を学ぶ 

㈱近泉合成繊維㈱  

森敦良先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

29. TeMA-CA 会勉強会

③と新人歓迎会 

ＣＡなら知っておくべき

新ＪＩＳ  

中村美和子先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 

6.三役会・役員会 

14.コミッティ会議 

TeMA会議室 

14.CA会スタッフ会議 

18.ﾃﾏﾘﾎﾟー ﾄ編集会議 

３月 18.３科合同 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店に新JISで対応して欲しいこと 鷲見繁樹先生  

ウエットｸﾘｰﾆﾝｸﾞで注意したい繊維除法 塩飽裕先生 

修了式 懇親会               主婦会館プラザエフ 

8.ウエット処理店認定の認

定講座① 

岡崎・田村・今泉講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

 

 

4.三役会・役員会 
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書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　日本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 11,619,814

立替金 △ 240

　流　動　資　産　合　計 11,619,574

２　固定資産

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 11,619,574

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

預り金 23,913

前受金 150,500

　流　動　負　債　合　計 174,413

２　固定負債

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 174,413

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 16,968,676

 当期正味財産増減額 △ 5,523,515

 正味財産合計 11,445,161

負債及び正味財産合計 11,619,574

　平成２７年度  貸借対照表

平成２８年　３月 ３１日　現在

科 目 金 額
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