
 

第１号議案－1              

２０１８年度事業報告 

２０１８年 ４月 １日～２０１９年 ３月 ３１日 

２０１８ 

 基礎科 研究科 ゼミ科 特別講座 
 クリーニング・ 

アドバイザー 
その他   

４月      5.三役会・役員会 

11.会計監査 

19.コミッティ会議 

TeMA会議室 

５月      10.役員会／ 

10.通常総会／ 

10.創立30周年記念式

典・パーティ 

上野精養軒 

16.CA会会議 

17.ﾃﾏﾘﾎﾟ ﾄー編集会議 

24. CA試験会議 

６月 15. 開講式・ガイダンス 

オリエンテーション 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

／交流会 素材屋 

 

15. 開講式・「染色」 

池田善光先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

／交流会 素材屋 

 

29. 開講式 

逆境の時こそ前向きに！

仕事に対しての在り方を

考えるセミナー  

菅原 崇 氏 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

5 .TES受験講座   

試験の説明と概要・事例と

論文について  TeMA 会

議室 

 門井雅文・杉崎智講師 

28.ウエット表示試験工

場・処理店 認定講座 

岡崎善胤・田村嘉浩講師 

TeMA会議室 

 6.三役会・役員会 

9.ｽｷﾙｱｯﾌﾟ会議 

16.基礎科・研究科 

開講式・交流会   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

30. CA受験講座 

会議 
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７月 13.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

5. 染色牢堅度 

検査方法の解説と 

染色・加工の見学 

都立産業技術研究ｾﾝﾀ  ー

19. ベンベルグ裏地ミ

ュージアム 見学会 

旭化成㈱繊維事業部 

3.T ES受験講座   

事例・論文を個別に説明  

門井雅文・杉崎智講師 

 TeMA会議室 

 

18. CA受験講座① 

接客の基本／ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・

しみ抜きに関する講座  

中村美和子・飯田純一

講師      ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

19.TeMA-CA会勉強会① 

明日から即実践できる加工

ロープレ 

6.三役会・役員会 

11. コミッティ会議 

大阪・東京ｽｶｲﾌ  ゚

11.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

 

 

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ30周年記念号発

行 

８月 24.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

2. 試験機関見学 

カケンテストセンター 

 

 22 .ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

クリーニング業界でのウェッ

トｸﾘー ﾆﾝｸ゙ 処理の実際とTeMA

としてⓌへの取り組み  

岡﨑善胤・田村嘉浩講師 

23. CA受験講座② 

繊維／ファッション 

田村嘉浩・杉崎香苗講師    

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

30.31.JIS整合化委員 

洗浄ｼﾝﾎﾟｼ゙ ｳﾑ ﾎ゚ ｽﾀｰ展示 

3.三役会・役員会 

23. ﾃﾏﾘﾎ゚ ﾄー編集会議 

９月 14. 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

6.染色技術・加工技術

の基礎知識の講習と

見学 

㈱黒沼染工場 

 

 

19.20 研修旅行＜仙台＞ 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工場・店舗見学 

㈱オートランドリー

タカノ 

28. ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工場見学会 

三共ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ㈱ 

11. CA受験講座③ 特殊品・

接客のまとめ・ﾛー ﾌ゚ ﾚについて 

中村美和子・飯田純一講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

21. C-1ｼﾞｬﾊ゚ ﾝｶｯﾌ  ゚

予選会 ｸﾘｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾝﾀ  ー

27. CA一次試験 筆記 

 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

5. CA会ｽﾀｯﾌ会議 

7.ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会 

工場見学打ち合わせ 

 三共ｸﾘ ﾆーﾝｸﾞ㈱ 

14.三役会・役員会  
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１０

月 

26.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

4. 副資材の知識 

(ﾎﾞﾀﾝ・芯地・裏地) 

辻林里枝先生 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー3F 

18. 応募をすぐ増やし

＋即退職を減らすﾋﾝﾄ」    

赤沼留美子先生 

ﾄﾚｰﾄﾞﾋﾟｱお台場 

㈱デジジャパン合同企画 

 23. CA受験講座④ 接客 

ﾛｰﾌﾟﾚ／ｸ ﾙ゙ｰﾌﾟﾛ ﾌーﾟﾚ演習 

 中村美和子・飯田純一・ 

杉崎香苗講師   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

3.三役会・役員会 

18.ｺﾐｯﾃｨ会議 

TeMA会議室 

18.C-1ｼﾞｬﾊ ﾝ゚ｶｯﾌﾟ会議 

１１

月 

16. 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

15.ボタン工場見学会 

㈱アイリスボタン 

 

14. 近年ある高級絨毯の

ﾄﾗﾌﾞﾙ！手織り絨毯のﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽとペルシャ絨毯見学 

 ㈱大成ｺー ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 

 

15. TeMA-CA会勉強会② 

明日から即実践できるＣＡ 

ﾛｰﾌﾟﾚ～心に響く会話力を 

鍛えよう～ 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

19.20.CAﾛｰﾌ゚ ﾚ個人ﾚｯｽﾝ 

中村美和子・飯田純一・ 

杉崎香苗講師  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 

29.30.CLW21展示会 

30. C-1ｼﾞｬﾊ゚ ﾝｶｯﾌ  ゚

国際展示場ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞｰｽ 

1.C-1ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌ  ゚

会議 

6. CA会ｽﾀｯﾌ会議 

14.C-1ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ 

打合せ 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

16. 三役会・役員会 

22. ﾃﾏﾘﾎ゚ ﾄー編集会議 

 

１２

月 

14. 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

6. 縫製工場見学と 

店舗見学(メンズ) 

花菱縫製㈱ 

 

21. ㈱三幸社 ワイシャツ

他仕上げ機の製造・販売メ

ーカー［BALUKOLAUNDRY 

PLACE 三鷹店］ セルフランド

リー・カフェ 2社見学会 

 1. CLW21展示会 

国際展示場 

4.5.CA二次試験 ﾛｰﾙﾌﾟﾚ  

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

7.三役会・役員会 

7.ｶﾘｷｭﾗﾑ会議 

19. CA会ｽﾀｯﾌ会議 
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    第１号議案－2 

２０１９ 

 基礎科 研究科 ゼミ科 特別講座 
 クリーニング・ 

アドバイザｰ 
その他   

１月 11. 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

10. 高級婦人服専門 

縫製工場見学 

(レディース) 

㈱辻洋装店 

 

   15.CLV反省会 

16.三役会・役員会 

23. CA会ｽﾀｯﾌ会議 

２月 22. 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

7. 洗浄理論（ドライ・ラ

ンドリー・ウェット） 

斎藤健太郎・斉藤和人 

講師 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー3F 

 

21.TeMA-CA会合同講義 

【公開講座】ﾌ゚ ﾛﾛー ｸ゙：CA会 

運営委員によるﾃ゙ ﾓｽﾄﾚー ｼｮﾝ  

第1部：元吉本興業  謝罪マ

スター 竹中  功 氏 講演 

第2部：「ＣＡロープレコ

ンクール2019」 

快決いい会議室(東新宿) 

／新人歓迎会 スコール  

5.TES受験説明会 

小野孝・杉崎智・斉藤和人 

講師 

TeMA会議室 

  

 

21.TeMA-CA会勉強会③ 

ｾ゙ ﾐ科合同講義【公開講座】

ﾌ゚ ﾛﾛー ｸ゙ :CA会運営委員によ

るﾃ゙ ﾓｽﾄﾚー ｼｮﾝ  

第1部：元吉本興業  謝罪マ

スター 竹中  功 氏 講演 

第2部：「CAロープレコン

クール2019」 

快決いい会議室(東新宿) 

／新人歓迎会 スコール  

6.ＣＡ会ｽﾀｯﾌ会議 

7.三役会・役員会 

12.コミッティ会議 

名古屋・東京ｽｶｲﾌ  ゚

19.CA会ｽﾀｯﾌ会議 

28.テマリポート会議 

 

３月 8. [三科合同授業「事故品の報告書の書き方～事故品の理論的分析～｣] 

[修了式]  ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー ／[懇親会] 素材屋 

  

 

6.ＣＡ会ｽﾀｯﾌ会議 

8.役員会 

8.修了式 
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書式第１５号（法第２８条関係）

平成30年度　貸借対照表
特定非営利活動法人　日本繊維商品めんてなんす研究会

科 目 金　　額 小計・合計
【Ａ】　資　産　の　部

１　流動資産
13,270,071

現金預金 13,270,071
未収金 0
前払費用 0
立替金

流動資産合計　・・・①
２　固定資産

（１）有形固定資産 0
車両運搬具 0
什器備品 0

（２）無形固定資産 0
ソフトウェア 0
借地権 0

（３）投資その他の資産 0
敷金 0
長期貸付金 0

固定資産合計　・・・② 13,270,071

【Ａ】資　産　合　計　①＋②

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

借受金 3,000
預り金 58,685
前受金 0
未払消費税等 170,900

流動負債合計　・・・③ 232,585
２　固定負債

長期借入金 0
退職給付引当金 0

固定負債合計　・・・④ 0
負　債　合　計　③＋④ 232,585
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 12,766,331
当期正味財産増減額 271,155

正　味　財　産　合　計 13,037,486

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 13,270,071

事 業 報 告 用


	2.第1号2018H30事業報告19.4.17修.pdf
	③貸借対照表(書式第15号)new.pdf

