
2018 年 6 月協会本部 
  

協会認定講師会 2018  
  
１．開催概要 
（1）開催日：2018 年 6 月 7 日（木） 
（2）場	 所：ウィンクあいち	 	 名古屋市中村区名駅 4丁目 4－38 
（3）会	 場：906 号室（会議室）	  
（4）時	 間：10 時 30 分～16 時 00 分 
	 	 	 	 	   

（5）持ち物：筆記用具・エコバッグ（マテリアル購入用）・クリアファイル(ガイドライン A 差し替え用)・印鑑 
（6）その他：交通費補助制度該当者は、交通費領収書コピー又は交通費詳細明記	 5 千円請求書を提出 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 欠席者は、委任状及びレポートを提出。 

  
２．受付・会議スケジュール（進行状況により変更の場合有り） 

No.／時間 項目 内容 

1 9:30  受付開始  出欠確認 T シャツ配布 

2 9:45   マテリアル販売開始 

3 10:15   マテリアル販売終了・購入商品と注文書を提出 

4 10:30 会議スタート 会長あいさつ（協会会長 熊沢加奈子）  

5 10:40   新ガイドライン・約款・ガイダンス配布 

6 11:00   表彰式（佐々木陽子先生）会員カード・写真撮影 

11:30～12:30  昼食休憩 （12:15～交通費一部負担金申請書収集） 

7 12:30 連絡事項 各部署連絡会 

8 14:00 協議事項 グループ展 2018 について 

9 14:30 協議事項 地域別ミーティング 

10 15:30 協議事項 質疑応答・マテリアル商品のお知らせ 

11 16:00   講師会終了 

  
３．備考 
（１）会場について 

◆会場は飲食物の持ち込みは原則禁止です。昼食にお弁当を準備しています。 
◆喫煙は廊下を出て喫煙所でお願いします。 
◆ゴミは各自お持ち帰りください。 

  
  
以	 上 
  
次ページ	 青文字‥追記解説	 赤文字‥確認重要、決定事項	 チェック箇所‥確認重要、注意事項 

  会議資料 



 

 連絡事項について  
  

1. ガイドライン・約款・マテリアルについて 担当：熊沢 ガイドライン、約款参照 
2. 2017 年業務報告 担当：熊沢 資料あり 

3. メンバー管理部より 担当：鈴木 資料あり 
4. マテリアル事業部より 担当：熊沢 ガイドライン 

5. 広報部より 担当：若井 資料あり 
6. スクール事業部より 担当：熊沢 ★モノクロ講座、通信教育について別紙参照 
7. 企画部より 担当：長谷川 資料あり（参加希望者受付中） 

8. 経理部より 担当：遠藤 資料あり 

9. グループ展 2017 報告 担当：和田・若井 2018 係決め／資料あり 

  10.  貸出マテリアルについて 担当：中村 ガイドライン 
 
・ ガイドライン、約款は送付済み。休会について 2019 年より変更となります。約款はホームページから
もダウンローでできます。ガイドラインは Aのみ全差し替えです。既存のものは混同しますため、各自
で廃棄くださいますようお願いいたします。 
 

・ 各担当者の内容については各資料と合わせてお読みください。 
 

・ 運営担当者は皆様の個人情報を取り扱いますため、講師会出席者には同意書をご提出いただきました。
欠席者は委任状にて同意とさせていただきます。 

 
・ ホームページリニューアルしました。以前のデータをコピーし掲載しておりますがバックアップ不在や
以前の管理会社の手違いなどにより、講師の掲載内容に現状で表記ミス・データ不明（削除）多数。 
お手数ですが、各自ご確認いただき修正ある方は広報部までご連絡ください。 
kouhou@chalkartist.org       ※修正には 10 日間前後かかります。 
 
以下 

 
 

ホビーショー2018 報告・反省 
 

（1）開催場所：東京ビックサイト 日本ホビーショー2018 
（2）開催日程：2018 年 4 月 26 日（木）～4 月 28 日（土・祝） 搬入 25 日（水） 
（3）2016 年 3 日間来場者数：14 万 7812 名 
（4）受講者数 2018 年 通常ブース 159 名（1500 円）ワールドゾーン 59 名（1000 円主催側手数料が 引かれる） 
         ※ 昨年 2017 年 通常ブース 179 名（1000 円）・ワールドゾーン 49 名（2500 円） 
＊通常ブースを価格値上げ、ワールドを値下げ。例年満員だったが定員割れした。 
 受付時間、図案と製作時間など改善が必要。書籍、協会案内など準備不足。 
 
 

グループ展 2017 報告・反省 
 

（1）開催場所：高麗橋 BLACK BOX 大阪市中央区高麗橋 
（2）開催日程：2017 年 11 月 24 日（金）11〜19 時、25 日（土）11〜17 時、26 日（日）11〜15 時迄 
（3）報告：搬入 23 日（日） 
  
出展者数＝講師 78 名、協会員 74 名、合計 152 名   
来場者数＝24 日 124 名、25 日 155 名、26 日 146 名 合計 425 名 ※例年に比べ盛況 
会計報告＝会場費 266,220 円、3 日間売上 物販 136,840 円 ＷＳ67,000 円 合計 203,840 円 
出展料 講師 5,800 円 一般会員 4,500 円 



 
協議事項について  

  
1.   グループ展 2018 について 担当：和田 

   
  ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会 協会展 2018 

開催場所：綾小路ギャラリー 武（タケ） 京都府京区綾小路高倉東入ル 高材木町 228-3 
開催日程：月曜搬入、火曜〜日曜の 6 日間	 12：00〜19：00（予定）...11 月初旬	 開催予定 

 
・ 展示作品販売可能、作品は会期後購入者へ発送。協会主催のため、販売手数料がかかります	 
→販売形態により手数料はかからない予定となりました 

	 ・今回はこれまでのグループ展とは異なる、チョークアート本来のメニュー看板等、 
	 	 	 	 	 実用性のあるものとしてもっと社会に伝え広めるべく企画展での開催をご提案させていただきます。 

  
◆	 展示はカフェにあるような、使えるような作品  
◆	 実際にギャラリー近隣はカフェなど飲食店多数！身内ではなく外部の方により多く見てもらい、 
	 	 	 	 	 それぞれの仕事につながるような会場を目指します。 
◆	 作品販売、バリスタなどゲストを交えたワークショップを企画中 
◆ 作品表彰は従来通り予定。ただし、表彰式は後日謝恩会にて。	 
→謝恩会を年明け東京にて開催予定。詳細はまた改めて。 

◆	 毎回企画展を行うわけではありません。 
◆	 来年度以降、その他アイディアありましたら随時募集しています。企画書をご提出ください。 
◆	 個人チラシ設置について。会期後は協会で回収し、各イベントで設置します。 
詳細、募集要項は改めて、8月頃出展募集要項にて掲載します。 

 
 

● 担当者選出 
ＤＭデザイン担当	 	 	 福井一枝先生	 	 （ポスター等、販促ツールとしても使用予定）	 

体験会デザイン担当	 	 吉村麻沙美先生	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

グループ展実行委員	 	 長谷川真美先生・和田憲介先生・関恵美子先生 
● 出展サイズ  

	 	 	 	 認定講師、協会員	 共通	 	 400 ㎜角（正方形、額あり）	  

 	 	 	 ●  出展料について 

	 	 	 	 認定講師、協会員	 共通	 	 4,500 円（出展料、額代 3,500 円込み）送料別途	 

	 

●展示作品販売について	 
販売可能者はプロコース卒業生から。最低価格 12,000 円以上〜（価格帯として目安は 1,8〜2 万が良さそ

う、とのこと）	 

今年は「様々な企画を試す 1 年」ということになりました！	 

非売品も可能ですが、ぜひ販売作品として展示販売の積極的なご参加をご検討ください◎会員の受賞者は

改めて謝恩会で表彰いたします。	 

	 

	 

謝恩会は会員の交流会として東京にて開催予定。実行委員は、今回は初回お試しのため協会本部で行いま

す。年明け頃を予定。	 

企画ツアーでは関西で交流会を予定していますので、そちらもぜひご参加下さい◎	 

 
 

2.	 	 	 地域別ミーティング 
関東  ホビーショー反省や来年にむけて・近日中の募集内容・地域の動き 等 
関西  グループ展実行員決め・アートフェスタについて・地域の動き 等 

  



 
☆2018 年度スケジュール☆ 

4 月  ５月  6 月  7 月  8 月  9 月  

 
  
4/26～28  
日本ホビーショ
ー  
  
/30 メンバー更
新期間終了  

 更新手続き期
間  
  
  
  
中旬 ＭＥ会  

/7	 協会講師会	 
	 

/9	 愛知アート

フェスタ	 

/	 26～カランダ

ッシュブティッ

ク展	 
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定試験（東京）  

会員更新 終・
自動退会処理  
  
  
  
/  下旬 試験結
果発表  

会報発行(予定)  
 
グループ展出展
募集開始  
スタッフ募集  
講師へ DM 希望
数  

  
  
  
  
グループ展出展
申し込み締切  
  

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

  
  
  
グループ展出展
取りまとめ＆ス
タッフ連絡  

  
  
  
  
グループ展  

会報発行(予定)  
 

  
  
 謝恩会（予
定：1 月～2
月）  

  
  
  
  
下旬：ホビーシ
ョースタッフ募
集  

更新案内発送・
会報発行(予定)  
  
  
/25 メンバー更
新期間スタート
（コンビニ振り
込みスタート）  

●＝展示会  ●＝イベント関係  ●＝メンバー管理部 ●＝広報 ●＝講師会その他 
  

 
 
3.   質疑応答・マテリアル商品のお知らせ 

	 	  
ＭＥＭＯ  
 
・ 自動退会、出欠の連絡について  
これまで、本人に確認が取れるまで連絡を取るなどしていましたが期日を厳守とし今後決め

られた期日を過ぎても連絡なき場合は協会の定める期間をもって締め切ります。 
（更新について 9月まで連絡を取っていた案件もあった。期日を守っている会員を優先する
ことが大事と考え、今回より一定期間後は協会で判断対象と致します） 
 
お忙しいところ誠にお手数おかけしますが、提出厳守のものはお守りいただき円滑な運営に

御協力くださいますよう何卒よろしくお願い致します。 
 
 
更新、メール配信は今後頻繁に協会ホームページのトップに記載いたします。  
各自ご確認いただくことで、連絡漏れなどのストレスを軽減したいと思います。会員専用ペ

ージも少しずつではありますが充実させていく予定ですのでぜひご覧ください。 
 

 



2018/06/07 

協会認定講師会 2018 書記 
 
1. 会長挨拶 

● 2017 年度までの協会役員から経理・マテリアル等 2017.3.30 付で協会本部（会長）に返還された。 
● 今年度より新体制で行う。協会内の仕事、個々の負担軽減の為、各部署・係を分担（資料 各部署・係の照会参照） 

 
2. ガイドライン・約款・マテリアルについて 

● ガイドライン Aリニューアル 表紙～P12 差替え、約款 2018 年改訂 
 
3. 2017 年業務報告 

● 2017 年まで協会からの仕事依頼は、マージン 3割。仕事内容により、急ぎや金額が少ない場合もある為、2018 年度
からは話し合いによって 1割等、協議の上判断する。 

● 経理は、大阪から東京（遠藤先生）に交代。明瞭化のためグーグルドライブなどで管理し、担当者で共有していく。 
● 会計士は今まで通り、年間約 15 万円の東京の会計事務所に委託。 
● 通信教育について、2015 年からMEで話はあったが、動き出せなかった。2018 年やっていきたい。 

 
4. メンバー管理部 

● メンバーズカードリニューアル。協会業務の効率化の為、会員 ID を発行 
● 休会制度 2019 年から廃止。カードを集めてもらえるキャンペーンは終了。 

 
5. マテリアル事業部 

● 発送担当：林崎 発注管理：熊沢  8:00-18:00 受付。LINE で注文可。等 ガイドライン参照 
● 発送する段ボールは、リサイクルのものを使用していく 

 
6. 広報部 

● HP 無料ビルダーで運営していく。経費削減。（年間費用 30～50 から 5万円前後へ） 
● リニューアルした HP内ですべての情報が確認できる。各自、要確認。 
● 講師ページ 不足・修正等あったら修正依頼してください 
● 2017 年グループ展画像提供依頼 

 
                                                                                                                                                                                                                                       
7. スクール事業部 

● 試験料金 2019 年から別途消費税がかかる 
● 通信教育について。記入していただいたアンケートを基に構築していく。 
● モノクロレッスンについて協議。 
A. 最低 1H 2000 円・15H 30000 円で CAA認定のサティフィケート進呈。体験レッスンも可 
B. 材料費は別途 
C. キットに関しては今年 1年間は実践し、来年アイディア等レポート出していただきたい 
 

8. 企画部 
● 協会会員で交流できる場を作っていきたい。本年は別紙のような企画等打ち出していく。 

 
9. 経理部 

● 2017 年度決済（別紙参照） 
● 2018 年度予算（別紙参照） 
● 女性の場合名字が変わることもあり、管理業務の効率化を図り会員 ID 発行（資料 経理よりお知らせ参照） 
● グループ展の表彰式は当日ではなく、謝恩会（1.2 月予定）にて行う。 

 
10. グループ展 2017報告 

● 別紙 会議資料参照 
● グループ展 2018 開催地・京都 「綾小路ギャラリー 武」 
A. 看板アートの原点に戻る 
B. 販売を目的とした、商用利用できるようなチョークアート 
C. 売値つける 講師＆プロ卒業生会員共に 「最低額 12,000 円（額代込み）」 非売品も OK 
D. カフェバリスタとコラボして開催予定 開催日は追って連絡 
 

11. 貸出マテリアル 
● 今年からマテリアル一式で貸し出し。LINE アカウントも検討中 
● HP 掲載のカレンダーにて貸し出し状況を確認できる（ガイドライン参照） 
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