
主な仕事内容 担当者

協会代表・全統括 熊沢加奈子

熊沢加奈子

鈴木彩里

若井美鈴

遠藤美由紀

会長補佐・業務連絡配信 鈴木彩里

メンバーの管理・更新手続き・メールの配信 鈴木彩里

広報誌発行・HP・ブログの管理、グループ展まとめ 若井美鈴

マテリアルの発注・発送・請求書の発行 林﨑由美子

認定試験の統括 熊沢加奈子

協会内の経理全般・給与計算・予算管理 遠藤美由紀

熊沢加奈子

長谷川真美

和田憲介

お取引先企業への窓口 熊沢加奈子

貸出マテリアルのスケジュール管理・発送・在庫管理 中村美弥

備品の管理・発送 熊沢加奈子

各部署・係の照会

2018年講師会資料

運営委員会 協会内の運営全般の統括

会員向け地域別イベント企画制作

スクール事業部

メンバー管理部

広報部

マテリアル事業部

係

会長

会長秘書

2018年度、4月より新体制に伴い、各部署・係を以下に照会する

組織図については別紙参照

必要に応じ、部署増減設・担当者の増減をできるものとします。

展示会備品管理

貸出マテリアル

経理部

お取引窓口

企画室イベント事業部



2018年講師会資料
経理部

収入
マテリアル 5,823,846
年会費・入会金 1,548,300
専門学校(2校） 1,043,023
その他 3,520,890
利息 29
雑収入 51,090
合計 11,987,178

支出
仕入 6,646,834
給料手当 959,895
荷造運賃 338,347
広告宣伝費 508,037
接待交際費 73,346
会議費 149,902
旅費交通費 542,804
通信費 105,578
販売促進費 273,400
消耗品費 236,216
支払手数料 81,660
車両費 0
賃借料 602,340
保険料 0
租税公課 166,403
支払報酬料 162,000
雑費 19,040
法人税等 330,400
合計 11,196,202

繰越額 790,976

荷造運賃 配送料
広告宣伝費 PR（TV・ラジオCM）・インターネット広告・ポスター販促用印刷物・ノベルティー

接待交際費 手土産（贈答品）・香典
会議費 お茶代・菓子・弁当・会議室使用料（備品含む）
旅費交通費 ETC・パーキング・タクシー・バス・高速有料道路・宿泊・電車飛行機
通信費 インターネット関連・プロバイダー・電話代・郵便
販売促進費 販売手数料・無料サンプル・お店に取り付けるPOP・消費者プレゼント等
消耗品費 インクカートリッジ・コピー代・電子機器・梱包資材・コンピュータプログラム

名刺・文具・日用品
支払手数料
車両費 ガソリン代・オイル交換・タイヤ交換
賃借料 機器・車両・賃料・リース代
保険料
租税公課 国税・地方税・道府県民税
支払報酬料 税理士・弁護士・司法書士などの専門家に対する支払
雑費 文具・日用品など

CAA日本チョークアーティスト協会2017年決算報告

2017年1月1日～12月31日



 

メンバー管理部より 連絡事項 
 

2018年度担当　鈴木彩里 

 

メンバー管理部　▽mail:member@chalkartist.org 

 

I. 業務内容　  

A. 協会員の情報管理 

新規登録・年間を通して変更時 内容更新（住所・アドレス等） 

B. 新規・更新の手続き 案内 

新規登録：メンバーズカード・約款・ガイダンス等発行 

更新期間：毎年3/25〜4/30  ＊猶予期間：6/30 

C. メールマガジン配信 

ホビーショー他イベント前・講師会案内・グループ展募集前等 

II. お知らせ　  

A. 変更点 pic up! 

・メンバーズカードの配布は初回のみ、紛失した場合は再発行依頼を 

・2019年度より休会制度廃止（2018年度更新までに申請した方は有効） 

・退会復帰は退会日より原則1年後に再入会可能、サイトの復帰届で申請 

　注）認定期は在籍時ではなく、新たに入会時の期にて登録 

＊約款・ガイダンス・ガイドラインを要チェック！ 

III. お願い　　  
A. 更新・登録内容変更について 

・6月末までに年会費の確認が取れない場合、自動退会となります。 

    各講師が自身の生徒に”更新時期”をお知らせするだけでも会員の意識が変るので、 

    通われている生徒には呼びかけをお願いします。 

・住所変更やメールアドレス等登録内容に変更がある場合はなるべく早く教えて下さい。 

B. メール受信について 

・定期的にメールの確認を！ 

　不定期ですが大事な連絡する場合が多々あります。迷惑メールに振り分けられて 

    しまう場合もあるので、迷惑メールフォルダのチェックも忘れずに。 

・メールが届かない？等、気になる事があったらいつでもご相談下さい。 

 

 

 

スタッフ募集　▽mail:staff@chalkartist.org 

I. 業務内容　  

◇外部からの業務委託・展示会やワークショップ等の参加スタッフ募集 

・制作依頼・取材協力・ライブペイント等案件多数！ 

・案件によってその都度配信範囲を変えています。 

II. お知らせ　  

◇スタッフ募集の窓口を一本化 

・一本化に伴い、staffstaff@gmail→staff＠chalkartist.orgにアドレス変更しました。 

　 必ずメール受信しているかご確認ください。 

III. お願い　　  

◇たくさんの方にご参加いただきたいです！ 

・その都度企業様からの要望は様々。それぞれのアーティストの得意分野を生かして 

　欲しいので興味がある募集には是非ご応募ください。 

・スケジュールのタイトな案件が多いため、早めの返信をオススメします！ 

 

 

ー今後、上記配信内容の詳細がHPとリンクする事が多くなります！HPの確認も定期的にお願いしますー 

 

情報伝達が迅速に行われるよう、また企業様より良い仕事ができるようお繋ぎします 

ご意見ご要望があればいつでもメンバー管理部へお問い合わせ下さい。 

mailto:member@chalkartist.org
mailto:staff@chalkartist.org


予算案 2017年決算額

450000 505233

150000 152374

350000 384202

450000 912996

0 56835

50000 132509

100000 141005

0 55264

50000 0

50000 0

80000

245842 356400

162000 162000

500000 496800

2637842 3355618

＊謝恩会について

　例年、展示会搬入時に行われておりました表彰式ですが、当日の電話連絡では

　受賞者が表彰式に出られないことが多く、今年度より謝恩会・表彰式として試験的に実施します。

　協会員も参加できる謝恩会であり、講師・協会員の交流を目的としております。

　今年初めての試みですので、開催地は東京。

　今後、継続していくか、担当者の選出、改善点など開催後に検討していきます。

　本年度はお試しと考えていただけると幸いです。次回講師会にてご報告させていただきます。

　本年度の謝恩会・表彰式のご案内は詳細決定後にメール・ホームページでお知らせいたします。

法人税・消費税

印刷・郵送料

次年度より　35000円

企画室

広報誌発行

役員会

ME会 2018.5.16開催

認定試験（東京）

謝恩会

ホームページ維持費

税理士報酬

税金

認定試験（大阪）

愛知フェスタ 2018.6.9開催予定

講師会 2018.6.7開催

グループ展

名称 備考

ホビーショー 2018.4.26.27.28開催

＊本年度は退会者も多く、会費の収入が半分程度のため予算を少なめに算定しております。

2018年ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会予算

経理部

皆様から頂いてる年会費は、イベントや講師会、マテリアル発送時の送料として使用しています。

主な使用科目は以下の通りです。

2018年講師会資料



2018 年講師会資料 経理部 

経理よりお知らせ 

【会員 ID について】 

 本年度より、会員 ID を発行。マテリアル注文時、経費請求時、振込などに使用していき

ます。会員 ID を導入することで、業務の効率化を図ることが目的です。 

会員 ID は本日お配りしています名札にも記載されています。 

ご自身の会員番号をご確認の上、忘れないよう注意してください。 

 

例 講師 E 001    一般会員 ES 001 (一般会員には地域の後に S) 

D：北海道 T：東北 H：北陸 E：関東 M：中部 N：関西 C：中国 S：四国 K：九州 O：沖縄 

一般会員が講師になった場合、再入会の場合は新番号になります。 

 

【申請書類について】 

立替経費申請書・交通費の申請用紙が変更になります。 

書式は協会ホームページからダウンロードできますので、統一のご協力お願いいたします。 

 

＊経費申請の際は、領収書またはレシートを添付しご提出ください。『宛名ＣＡＡ日本チョーク

アーティスト協会』 

＊交通費（協会全額負担）については、公共交通機関ご使用の際の領収書は必要ありません。 

新幹線・飛行機は必要です。『宛名 CAA 日本チョークアーティスト協会』コピー不可 

＊交通費（協会一部負担）領収書はコピーでも可 宛名は個人名又は屋号名  

お支払いにつきましては、お支払日確定後メールまたは LINE にてご連絡させていただき

ます。 

注）申告の関係で 12 月の経費・交通費の申請は 1 月 10 日までに申請してください。 

申請書送付先 

259-1201 神奈川県平塚市南金目 1077-1 遠藤美由紀宛 

                         

 ＊協会では三菱 UFJ 銀行の口座開設の 

ご協力お願いしています。 

協会からの送金や入金確認がスムーズになります。 

スマートホンから簡単に口座開設ができます。 

【2017 年決算報告】 

 別紙参照 

【2018 年協会予算案について】 

 別紙参照 

【経理関係問い合わせ先】 

 E-mail   invoice＠chalkartist.org  LINE ID  @jtf7953f 

地域 番号 地域 番号 

 

スマート開設 QR コード 

  

  

LINE＠経理専用 



ウェブサイト、ブログ管理業務 

協会ウェブサイトリニューアル！ 
試運転　5／21～6／5 
全ページ　リニューアル　6／6　（QRコード） 

ガイドライン参照　 
★ウェブサイト会員専用ページ　パスワード入力で閲覧可 
毎年4月に更新。協会側の更新手続き完了後、メールまたは封書にて
新パスワード連絡イベント、スタッフ募集などメール配信に合わせた細く含むページ作成 

★メルマガ、封書配信時にサイトトップでお知らせ 
定期的にご確認ください。メールが届かない・見れないストレスを軽減します。 

★各種申請、書類ダウンロードなど可能に 

★アーティスト一覧はCAAプロアーティスト登録一覧。講師は講師一覧にあるので、主
に一般会員向け。プロ卒生で協会員の未登録者がいたら講師からもぜひ声をかけてくだ
さい。内容精査のため、8月あたりを目処にオープン予定です。 

【ご協力のお願い】 
講師ページの各自確認。記載ミスなどお知らせください。 
1）2018年4月以前に関して、一部掲載エラー多数あり。バックアップがないため再提出
をお願いする場合があります。大変お手数おかけしますが、その際は当時のメール転送
でも構いませんので提出のご協力お願いします。 
　作品画像は画面の条件により縦長の方が見やすい、横長は掲載枚数を減らせば改善可 
2）2017年グループ展に関する画像が不足しています。会場雰囲気、受賞者作品等お持
ちの方はレポート記事用に画像をお送り頂けると助かります。 

協会ブログ管理 
ウェブサイトとパスワードは共通　　アメブロ利用 
・会員、講師の個人のイベント出展・教室の宣伝可能。投稿を増やしてほしいです！ 
※チョークアートに限る、同日に宣伝は1件まで 
・協会からの仕事、イベントに参加の際はブログ更新をお願いします 

★ご自身のホームページに協会サイトのリンクを貼るとどうなる？ 
相互リンクとはURＬを共有しあうこと。一説
では、WEB上の信用度を上げお互いに検索に
掛かりやすくなる条件の一つといわれていま
す。リンク用画像ダウロードできます（右） 

その他 
◆宣伝告知、会報誌発行 
◆グループ展のサポートで、本部と実行委員をつなぎます。 

広報部 
kouhou@chalkartist.org 

2018年4月～ 

担当／若井美鈴 

2018年度　広報部より
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