第１号議案－1
令和元年度事業報告
令和元年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日
令和元年（2019 年）
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

4月

5月

10． .＜総会合同＞
特別講演会 ｢年次有給休
暇の指定義務｣と｢多様
な働き方｣に向けて
諸星 裕美先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー
懇親会 ｸﾞﾛｰﾘｰ

6月

14. 開講式・ガイダンス
14. 開講式・「染色」
オリエンテーション
池田善光先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー3F
交流会 博多きむらや
交流会 博多きむらや

7月

11. 天然繊維（植物繊維① 19. 染色技術･加工技
繊維とは何か？
術の基礎知識 講習と
繊維の分類・綿繊維
見学会
池田善光先生
㈱黒沼染工場
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

8月

8. 天然繊維(植物繊維②) 23. 副素材（ボタン、芯
綿以外の植物繊維(亜 地、裏地）
麻、苧麻、大麻、竹繊維、
辻林 里枝 先生
他)
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー
池田善光先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
12. 天然繊維（動物繊維 13. ボタン工場見学
①）毛(ウール、カシミ
アイリス㈱
ヤ、モヘヤ、アンゴラ他)
池田善光先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

9月

4. TES 受験講座
試験の説明と概要・事例と
論文について
門井雅文・小野 孝・
斎藤和人講師
TeMA 会議室

3.「基本から生まれる
利益」工場改革 ～品質と
生産性の追求～
㈱IMC 井藤 みどり先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2. TES 受験講座
事例・論文を個別に説明
門井雅文・小野 孝・
斎藤和人 講師
TeMA 会議室
19.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

24.25. 研修旅行 カシミヤ
製造工場・店舗見学
深喜毛織㈱泉大津
クリーニング工場･新店舗・
無人受付店見学
㈱ホームドライ神戸

10 月

17. 天然繊維（動物繊維 11. 縫製工場と店舗見 24. 「～SDGｓから考えるク
２）絹(家蚕、野蚕)
学（メンズ）
リーニング業でやるべきこ
池田善光先生
花 菱 縫 製 ㈱ と～」
嶋田 亮氏
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

11 月

14. 化学繊維１（再生 22. 縫製工場見学
繊維、半合成繊維）レ （レディース）
ーヨン、キュプラ、テン
㈱辻洋装店
セル、アセテート、トリ
アセテート
池田善光先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

12 月

12. 化学繊維②（合成繊 13. 洗浄理論（ドライ・
維と最近話題の機能
ランドリー・ウェット）
性素材）
斎藤健太郎・斉藤 和人
池田善光先生
講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー

27.＜ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会合同
＞「お客様に喜ばれる
ｱﾊﾟﾚﾙ販売をめざして！
田村嘉浩・門井雅文・
杉崎香苗講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

27.ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会＜ゼミ
科合同＞「お客様に喜ばれ
るｱﾊﾟﾚﾙ販売をめざして！
田村嘉浩・門井雅文・
杉崎香苗講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

25. CA 受験講座①
繊維、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・しみ抜きに
関する講義・解説
田村嘉浩・志村 優 講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
18.TeMA-CA 会勉強会①
～不安にさせないリスク
説明～ 中村美和子講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
29. CA 受験講座②
接客の基本･ファッションに
関する講義・解説
中村美和子・杉崎香苗
講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
18. 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・
杉崎香苗 講師
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
26. CA 一次筆記試験
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
23. CA ﾛｰﾌﾟﾚ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ
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
15. TeMA-CA 会勉強会②
『特殊品の魅力』
～「私たちのきづき」➡
「お客様のきづき」～
東京ﾎｰﾙｾｰﾙ
29. CA ﾛｰﾌﾟﾚﾚｯｽﾝ
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
2. 3. CA 二次ﾛｰﾌﾟﾚ試験
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 3F
23. CA全国ｷｬﾗﾊﾞﾝ「接客」と「教
え方」セミナー
中村美和子・杉崎香苗講師
・CA会ｽﾀｯﾌ
寺岡精工ｼｮｰﾙｰﾑ

その他
4. 三役会・役員会
11. コミッティ会議 東京
17.会計監査
10. 役員会
10. 総会・特別講演会
｢年次有給休暇の指定
義務｣と｢多様な働き方｣
に向けて～
諸星 裕美先生
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
懇親会 ｸﾞﾛｰﾘｰ
16. ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ編集会議
23. CA 会ｽﾀｯﾌ会議
7. 三役会・役員会
14. 開講式（基礎科･研究
科）・交流会
17. 臨時コミッティ会議
名古屋
27. CA試験審査員会議
27. CA認定講師会議
ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ 111 号発行
5. 三役会・役員会
9. CA 会ｽﾀｯﾌ会議
11. コミッティ会議大阪

2. 三役会・役員会
22. ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ編集会議

5. 三役会・役員会
26. CA 会ｽﾀｯﾌ会議

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ 112 号発行
3. 三役会・役員会
7. CA 全国ｷｬﾗﾊﾞﾝ会議
18. コミッティ会議名古屋
24. CＡ会ｽﾀｯﾌ動画撮影
6. CA 会ｽﾀｯﾌ会議
8. 三役会・役員会
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
19.ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会会議
14. ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ編集会議

6.三役会・役員会
6.ｶﾘｷｭﾗﾑ会議
19. CA 会ｽﾀｯﾌ会議

ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ 113 号発行

第１号議案－2
令和 2 年<2020 年>
基礎科
1月

9. 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

2月

13. 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

研究科
7. JIS 染色堅牢度検
査方法の解説と染
色・加工見学
都立産業技術研究センター
多摩テクノプラザ
7. 皮革靴および皮
革製品の手入れ
㈱R&D 四垂和幸氏
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー

ゼミ科

クリーニング・
アドバイザｰ

特別講座

その他
9. 三役会・役員会
24. CA 認定講師会議

20. TeMA-CA 会合同講義
【公開講座】 ①元 JAL ﾁｰ
ﾌﾊﾟｰｻｰによる講演と実演
天明是雄氏②CA 会活動
報告（ﾛｰﾌﾟﾚ）③クレーム
対応の講義 現職警察官
（組織犯罪対策部）日中友
好会館／新人歓迎会 豫

園

5. TES 受験説明会
門井雅文・小野 孝・斉藤和
人 講師
TeMA 会議室
28. ｱﾊﾟﾚﾙ情報交換会
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工場見学会
㈲銀洋舎

9. CA全国ｷｬﾗﾊﾞﾝ
「接客」と「教え方」セミナー
中村美和子講師
岐阜㈱丸元コンフォート
20. TeMA-CA 会＜ゼミ科
合同講義＞【公開講座】
①元 JAL ﾁｰﾌﾊﾟｰｻｰによ
る講演と実演 天明是雄
氏 ②CA 会活動報告（ﾛｰ
ﾌﾟﾚ）CA 会スタッフ ③ｸﾚｰ
ﾑ対応の講義 現職警察官

5. CA 会ｽﾀｯﾌ会議
12. ｺﾐｯﾃｨ会議東京
13. 三役会・役員会
14. ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ会議

（組織犯罪対策部）日中友
好会館／新人歓迎会 豫

園
３月

5. [三科合同授業「クリーニング事故の見方と消費者への説明ポイント｣] [修
了式] ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ／[懇親会] 素材屋
※コロナウィルスの感染対策のための中止

6. ＣＡ会ｽﾀｯﾌ会議
8. 役員会
8. 修了式・懇親会
※ 6. 8 日コロナウィル
スの感染対策のため
の中止
ﾃﾏﾘﾎﾟｰﾄ 114 号発行

書式第１５号（法第２８条関係）
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事 業 報 告 用

貸借対照表
特定非営利活動法人

科
【Ａ】 資 産 の 部
１ 流動資産

目

金

日本繊維商品めんてなんす研究会
額

小計・合計

13,046,269
現金預金
未収金
前払費用
立替金

13,046,269
0
0

流動資産合計 ・・・①
２ 固定資産
（１）有形固定資産
車両運搬具
什器備品

0
0
0

（２）無形固定資産
ソフトウェア
借地権

0
0

（３）投資その他の資産
敷金
長期貸付金

0
0

固定資産合計
【Ａ】資

産

0

0

・・・②

合

計

【Ｂ－１】 負 債
１ 流動負債
事業費

13,046,269

①＋②
の

部

借受金
預り金
前受金
未払消費税等
流動負債合計 ・・・③
２ 固定負債

0
23,945
68,000
0
91,945

長期借入金
退職給付引当金

0
0

固定負債合計 ・・・④
負 債 合 計 ③＋④
【Ｂ－２】 正 味 財 産 の
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正 味 財 産 合 計
【Ｂ】

負

債

及

び

正

味

0
91,945
部
13,037,486
-83,162
12,954,324
財

産

合

計

【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】

13,046,269

