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―今月のくみあいの
今月のくみあいの動
のくみあいの動き―
６月２１日

京都市北青少年活動センター運営協力会総会開催

１名出席

６月２２日

日本染織意匠保護協会平成 23 年度総会･理事会開催

１名出席

６月２９日

京都府中小企業団体中央会第 56 回通常総会開催

６名出席

７月１３日

西陣伝統産業協会例会

１名出席

７月１４日

7 月定例理事会（23 年度 24 年度組合事業

その他）

７名出席

お盆休 8 月 13（
13（土）14（
14（日）15（
15（月）16（
16（火）

新副理事長
理事長のごあいさつ
のごあいさつ
副理事長 川上 忠義

この度、当組合の副理事長に就任させて頂きました。当組合の諸活動に対して、微力
ながら少しでもお役に立てればと思います。よろしくお願い申し上げます。
今年度から 1 期 2 年間、努力目標に以下の四項目をかかげ、出来る限り努力してま
いります。

1 組合改革
2 補助金事業の
補助金事業の自粛（
自粛（後継者育成事業をのぞく
後継者育成事業をのぞく）
をのぞく）
3 スキャナー事業
スキャナー事業の
事業の収益強化
4 一般管理費の
一般管理費の更なる削減努力
なる削減努力

組合改革はすでに府立大学教授 三橋先生を中心に「6 回」組合改革特別委員会を開
き、とりまとめ中です。理事だけでは前に進みません。多くの組合員皆様のご理解、ご
協力とご支援をよろしくお願いします。はなはだ微力ではございますが、この大任をお
受けいたしましたうえは、一意専心、組合の発展に全力をつくす所存でございます。
何とぞ、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。不慣れで何かとご迷惑をお
かけすることも多々あるかと思いますが、よろしくお願いします。

組合改革特別委員会よりのご
組合改革特別委員会よりのご報告
よりのご報告
今年 4 月 21 日（木）の臨時総会におきまして、組合の今後をどの様にしていくのかを
検討する為、理事会一任の上特別委員会の立ち上げが承認されました。5 月、三橋俊雄
氏（京都府立大学大学院教授

生命環境科学研究室）を委員長として、組合改革特別委

員会が 8 名の委員（河村和子、及川光夫、才本益生、川上忠義、加島一彦、粂田紘志、
北村清司、江守正弘※敬称略）にて発足し以降近日にいたるまで会議が行われました。
ここに、その議論の決議のご報告を組合員の皆様にご報告申し上げます。

組合改革特別委員会
組合改革特別委員会の
委員会の結論

平成 23 年 5 月 9 日、5 月 17 日、5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 8 日、6 月 14 日に
わたる計 6 回の組合特別委員会の議論より、今後の組合改革基本方針として以
下が決議された。

1）組合存続問題
西陣意匠紋紙工業協働組合は、今後も組合法人として、団体の大小にかかわ
らず、組合員全員の協力のもと、西陣織文化を支え発信していく重要な要と
して存続し、国、行政、業界を結ぶ機能を担っていく。

平成 23 年度の組合経営は、一部修正改革を図り現行体制で収益面の改善を推
進していくが、本年度の収益改善が見られない場合には、運用面でより厳し
い判断をせざるを得ない情況もある。
2）組合地所有効活用としての
組合地所有効活用としてのマンション
としてのマンション経営
マンション経営は
経営は行わない

◎

投資リスクの高さ、融資の見通し不明、解体費用の負担高などの理由。

3）組合内部の
組合内部の経費削減、
経費削減、資産の
資産の有効活用など
有効活用など組合内部改革
など組合内部改革を
組合内部改革を可能な
可能な限り検討・
検討・
実施する
実施する
◎

経費削減の柱として事務 1 人体制をすすめる。

◎

組合資産であるスキャナー・パウチ事業の増益を徹底して探る。

◎

組合建物のスペースの有効活用・増収の途を図る。

4）後継者育成等の
後継者育成等の人材づくりに
人材づくりに真撃
づくりに真撃に
真撃に取り組む

◎

次世代を担う青年会と組合の意思疎通を図り、青年会活動を組合がバッ
クアップしていく。

◎

5）

◎

後継者育成事業を一歩ずつ前進させる。

上記を
上記を含む組合改革事業を
組合改革事業を、ワーキンググループ体制
ワーキンググループ体制で
体制で果敢に
果敢に推進する
推進する

理事会 7 人体制＋
人体制＋ 幹事会（
幹事会 （青年会メンバー
青年会メンバーを
メンバーを積極的に
積極的に登用）
登用）5～10 人と
する。

◎

2 年間を
年間を目途に
目途に、組合改革の
組合改革の仕組みを
仕組みを構築
みを構築する
構築する。
する。

組合改革ワーキンググループ
組合改革ワーキンググループ上記５
上記５）より
1） スキャナー・
スキャナー・パウチ事業
パウチ事業ワーキンググループ
事業ワーキンググループ
・スキャナーサービス時間の設定
・スキャナー・パウチの利用・ユーザー開発、広報活動
・ Ａ１プリンターの活用

２）教育情報事業（
教育情報事業（後継者育成事業）
後継者育成事業）ワーキンググループ
・美大との交流、異業種との視察・交流
・青年会主体の内発的事業展開に組合がバックアップ

3）西陣製品開発・
西陣製品開発・販売検討ワーキンググループ
販売検討ワーキンググループ

・美大対象の西陣デザインコンペの開催
・小さなアンテナショップの検討

4）体験工房、
体験工房、各種イベント
各種イベント展開
イベント展開ワーキンググループ
展開ワーキンググループ

・わかりやすい西陣織テキストの開発・販売
・体験工房と西陣工房巡り

5）組合福利厚生促進ワーキンググループ
組合福利厚生促進ワーキンググループ
・健康リクレーション
・組合＋青年会交流事業・競演事業の検討・開催

6）組合ホームページ
組合ホームページ等
ホームページ等 IT 関連事業ワーキンググループ
関連事業ワーキンググループ

・組合 HP の刷新
・Web 上の販路開発、Web 用の西陣製品開発

7）工賃の
工賃の適正化ワーキンググループ
適正化ワーキンググループ

・異業種組合の事例研究
・西陣意匠紋紙工業協同組合青年会などと連携した運動展開

幹事（
幹事（幹事会）
幹事会）の募集

理事会におきましては、組合改革特別委員会の結論を踏まえ、ワーキンググ
ループ体制を推進させることと致しました。しかしながら、現執行部 7 名では
事業遂行に対して諸事手薄の面が生じます。そこで、前述の各ワーキンググル
ープの事業を推進するため、組合員（青年会員も含む）の皆様のご協力をいた
だき、幹事会を発足させることと致しました。つきましては、幹事会への幹事
の募集をさせていただきます。任用期間は、平成 23 年 7 月～25 年 5 月度総会終
了までです。何かと業務ご多用の事とは存じますが、ご協力を是非お願い申し
上げます。

幹事（
幹事（幹事会）
幹事会）へのご
へのご就任を
就任をお願いできます方
いできます方は、 7 月 29 日（金）までに
組合事務所伊藤事務長までご
合事務所伊藤事務長までご連絡下
までご連絡下さい
連絡下さい（
さい（TEL４４１
TEL４４１－
４４１－３７４６）
３７４６）

売ります
ります・あげます・
あげます・買いますコーナー
いますコーナーについて
コーナーについて
昨年度、試験的に運用しておりました当コーナーにつきましては、期中実績 2 件の申

込みであり成立件数はありませんでした。今年度の運用につきましては、存廃を含め検
討を致しましたが、折角立ち上げたコーナーに付き、今年度
今年度も
今年度も引き続き運用を
運用を継続する
継続する
ことと致
ことと致しましたのでお知らせいたします。
しました

組合営業時間に
組合営業時間に関する
お知らせ
長らく事務所にご勤務いただきました白井妙子さんの退職にともないまして、
平成 23 年 7 月 19 日（火）より組合事務所
より組合事務所は
組合事務所は伊藤事務長の
伊藤事務長の一人体制となります
一人体制となります。
となります。
それに伴ない、正午
正午から
組合玄関
正午から午後
から午後１
午後１時までを休憩時間とし、この時間は組合玄関
を施錠し
施錠し営業を
営業を中断させていただきます。何かとご不便の点等出てくる事があ
中断
るかもしれませんが事務所の円滑な運営の為、何卒組合ご利用の皆様には、ご
理解ご協力をよろしくお願い致します。

