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全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合
第1 0回通常総代会
新理事長に大西勝 ー 氏（北海道）が
就任
全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合（ジョウ ・ ジャ
パン、 近藤千佳之理事長）は、 6月25日午後2時
から東京 ・ 台東区上野公園の上野精養軒2陛梅の間
にて第10回通常総代会を開催した。総代会では平
成30年度事業報告、 令和元年度事業計画などのほ
か、任期満了に伴う役員改選など全議案を承認可決。
総会後に開催された 初理事会において、新理事長に
大西勝ー氏が選任された。
総代総数70人中、 本人出席2 0人、 書面出席16人、
委任状10人、 合計46人により総代会の成立を確認。
そ の 後、 司会者 一 任により総代の芳山正直男氏(
三重）を議長に指名し、 議案の審議に移った。
第1号議案 平成30年度事業報告書承認の件
第2号議案 平成30年度決算関係書類承認の件
第3号議案 剰余金処分案承認の件（監査報告書
の報告）
第4号議案 令和元年度事業計画（令和元年5月
1日から令和2年4月30日まで）決定の件
第5号議案 令和元年度収支予算並びに経費の賦
課及び徴収方法決定の件
第6号議案 令和元年度加人金額決定（平成30年
度同様1万円）の件
第7号議案 令和元年度借人金残裔の最高限度決
定（平成30年度同様1000万円）の件
第8号議案 一組合員に対する貸付金残底の最高
限度決定（平成30年度同様10万円）の件
第9号議案 役員報酬決定（平成30年度同様に 理
事及び監事共に無報酬）の件
第10 号議案 手数料及び貸付利息最高限度決定（
平成30年度同様、 手数料は10%以内）の件
第11号議案 任期満了に伴う役員選任決定の件
上記の全議案が原案通り承認された。

JEWELLERS'TIMES
選任決定の件が承認され、新理事の顔ぶれが決 まっ
た。総代会終了後となる午後3時40分より同会場に
て、新たに選任された理事による初の理事会を開催、
中山直幹副理事長が議長となり、 役付理事を選任す
るなどの協議を行った。
新執行部を選 任する初理事会は理事総数2 3人中、
出席15人により成立。役付理事の選任方法は全会一
致で選考委員会（藪内委員長、 中山委員）による推
薦方法が採られ協議が行われた。
その結果、新しい理事長に大西勝ー氏（北海道）、
副理事長に藪内正明氏（大阪府）、 中山直幹氏（東
京都）、川瀬倣男氏（兵庫県）、 岡英樹氏（長崎県
）、 古谷守久氏（東京都）、 専務理事に三田由里子
氏（東京都）、 常任理事として江藤克二氏（大阪府
）、島田勝弘氏（石川県）、 菅野年央氏（山形県）、
別所晋 ー氏（三重県）、 市川誼氏（静岡県）を選出
し、就任を承諾した。
理事長に就任した大西氏は、 「大変菫い役を仰せ
つかり身の引き締まる思いがいたします。時計専門
店が置かれる状況はますます厳しくなる中、組合員
も減少を続けており、 難しい組合運営が予想されま
す。 こうした状況にあっても時計専門店のために何
ができるのかを役員の皆様とともに検討しつつ、組
合員の皆様のためになる事業を進めたいと思います。
どうか、 ご理解、 ご協力をお願いいたします」とあ
いさつすると同時に所信を表明した。

大阪タマヤ

株式会社大阪タマヤ商店
TEL06(6761)3361 FAX06(6765)5054
〒540-0005大阪市中央区上町B番4号
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実技講習のご案内
受講のお申込は、 大阪府支部へFAXまたは郵送でお願いします。

実技講習
日時： 2019年11月6日（水） 13:00,....,16:10
7日（木） 12:00,-...,15:10
ー
ー
会場： OMMビル（マ チャンダイス.. マ ト） 大阪市中央区大手前1-7 ー 31
日時 会場

講習内容

講師

゜

ホ ィント

定員

※持参品
和田

累進眼鏡の加入度数決定法
11月6日（水） ※①受講者の自覚的測定度数(# 7 M)とPD
13:00,-...,,15:10
②オー トレ7によるデ ー タ
2階 201

受講料

修先生
会員 ¥5,000
30名
゜
1ホ ィント

関 真司先生
実践視機能検査
11月6日（水）
（ょく見えかつ快適な眼鏡作りのために）
13:00,...._,16:10
※①店にある遮蔽版（オク）し ー ダ ー ）
2階 202
②可能であれば、2015年生涯教育テキスト
30名
゜
lホ ィント

会員外¥13,000
会員 ¥5,000
会員外¥13,000

野矢 正先生

眼位と屈折補正の関係
11月7日（木）
12:00,.....,15:10
2階 201

会員 ¥5,000
50名
゜
1ホ ィント
内田

自覚的屈折測定の基礎
一
屈折測定基礎の総復習絹 一

11月7日（木）
12:00,,.....,15:10
2階 202

受講に〇

会員外¥13,000

豪先生
会員 ¥5,000
30名
゜
1ホ ィント

会員外¥13,000

受講料は当日持参又は現金書留で大阪府支部宛に送付してください。

受講申
FAX

込 書

06-6315

ー

8010

受講者氏名
（公社）
会 員

全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合は、 6月25日
に第10回通常総代会を開催。任期満了に伴う役員
内装・外装・付属品・精密時計工具・時計部品
各種ム ー プSEIKO·SONY純正電池取扱店
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H本眼鏡技術者協会会員番号

会員外

The Osaka Jewellers' Times 広告募集
大阪時計宝飾眼鏡商業協同糾合広報紙、ジェエラ ー ズタイムスの広告を募集していまず。
広告科など詳紅は、事務局まで又はOffice KAME にお問い合せください。
大阪時計宝飾服鏡商業協司組合 TEL 06-6253-0600 FAX 06-6253ー0602
デジタルメディア企目編集0『fice KAME (代表亀井正美）
TEL/FAX 072-985-9724 kame@isikiri.co皿

認定眼鏡士登録番号

No.

受講料
¥5,000

No. 990

受講料
¥13,000

会社（店）名

〒

連絡先（必須）

住所
【お申込先】

公益社団法人
〒530-0055

日本眼鏡技術者協会大阪府支部

大阪市北区野崎町1 ー3日本眼鏡技術専門学校内
ー

8474-

TEL/FAX

06-6315 ー 8010

