第45回 定期総会 -2021(令和３)-

2021(令和3)年 4月15日(木)

新型コロナウィルス感染の収束が見えないため、本年も定期総会の開催を断念いたしました。
役員会は３月７日に札幌市民交流プラザで行い、令和３年度の活動の検討がされました。

■議事＜1＞

令和２年度

令和２年 ４月７日
（火） 第44回定期総会

事業報告
書類を全会員へ郵送

４月19日
（日） 全会員へ第44回定期総会議案の承認に関してメールでの返信要請
４月23日
（木） 第44回定期総会議案に対し、会員より過半数の承認を得、確定
５月１日
（金） アルファのホームページをリニューアル、公開
以前の「アイリスホームページ」のサイトは誘導画面へ変更（６月末まで）
６月６日
（月） 「持続化給付金」の申請のしかたを全会員へ案内
７月２日
（土） 北海道「経営持続化臨時特別支援金」の申請のしかたを全会員へ案内
９月１日
（火） イララ18号完成、配布
11月11日
（土） 第１回役員会（メール）／１月に予定されていた企画展の開催の
可否を検討
１月予定の企画展は中止に決定
11月11日
（土） 「持続化給付金」の申請のしかた、北海道「経営持続化臨時特別支
援金」の申請のしかた、
「家賃給付金」の申請のしかたについて、全
会員へ案内の再送
令和３年 ２月１日
（月） イララ19号完成、配布
２月６日
（土） 第２回役員会（メール）／「MY WORK32の作成」
と
「MY WORK32
イラストレーション展」の開催の可否について

イララ18号

２月11日
（土） 全会員へアンケート
（メール）／「MY WORK32の作成」
と
「MY WORK32イラストレーション展」の開催の可否について
２月 日
（金） 全会員からのアンケート結果をもとに再度役員で検討。
次年度の「 MY WORK 32 の作成 」と「 MY WORK 32 イラストレー
ション展」の開催は１年延期と決定。
３月７日
（日） 第３回役員会（札幌市民交流プラザ／控室404)
「MY WORK32の作成」、
「アルファ設立50周年企画」、次年度事業
計画、
ジャスマックギャラリーの使用方法などについて検討。
４月

第45回定期総会
※新型コロナウィルス感染の懸念により、中止。
イララ19号
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■議事＜2＞

令和２年度

決算報告

会計監査実施日
令和3年 ４月 ８日
会計監査役
監査の結果，いずれも適正であることを認めます。
会計監査役

2021.4.1
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2020年度

イララ収支報告書

■イララ第17号

オールカラー全32ページ

2021.4.15

2021年3月31日水曜日

3500部

2020年4月1日発行

■ 収入
科目

金額

概要

前号繰越金

¥12,904

参加者からの参加費

¥58,500 参加者15名（内ゲスト9名）

協賛広告掲載料

¥79,200 ベガスタ、あかりの里、クアントノルテ、Pollisa、札幌デザイナー学院、オマージュ、

アルファからの補助金

¥50,000

エスキス

合計 ¥200,604

■ 支出

科目

印刷料

金額

3500冊

表紙イラスト報酬

¥10,000 中舘侑子

How to draw報酬

¥4,000 佐藤正人
¥6,000 中江潤一、スダナオ子

酬
荷造梱包発送日

¥25,350

振込手数料

■ 繰越金

¥220
合計 ¥169,520
¥31,084

繰越金合計

■イララ第18号

概要

¥123,950 グラフィック：中綴じ冊子 右綴じ 32ページ A5 本文・表紙(両面カラー 上質紙 90kg)

オールカラー全36ページ

3000部

2020年9月1日発行

■ 収入
科目

金額

前号繰越金

概要

¥31,084

参加者からの参加費

¥63,000 参加者13名（内ゲスト8名）

協賛広告掲載料

¥131,300 ステージハンド、あかりの里、ギャラリーアート童夢、クアントノルテ、Pollisa、
BISEN、札幌デザイナー学院

オマージュ、エスキス、カフェクロワッサン、tity、デザ院、クルーラー、ダウンロード

フォト、清酒珈房 月織堂
心和保温

アルファからの補助金

¥50,000

合計 ¥275,384

■ 支出
印刷料

科目

表紙イラスト報酬
How to draw報酬
連載報酬
荷造梱包発送日
グッズ製作
振込手数料
編集作業費

■ 繰越金
繰越金合計

金額

概要

¥129,920 グラフィック：中綴じ冊子 右綴じ 36ページ A5 本文・表紙(両面カラー 上質紙 90kg)
3000冊

¥10,000 高島幸直
¥3,000 前橋康博
¥3,000 石垣渉
¥31,044
¥2,800 スケッチブック
¥880
¥25,000 編集部一人5000円の報酬
合計 ¥205,644
¥69,740
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MY WORK 32の制作と作品展についてのご報告
まず会員の皆様へ２月に行いました『MY WORK 32 の制作と作品展』についてのアンケートの結果と、それを元に３月７
日に行われた役員会の結果をご報告いたします。当初の予定から大幅に変更となりました。

★全会員を対象とした ”MY WORK 32の制作・作品展をどうするか” のアンケートの結果
・MY WORKの作成を一年延期し、作品展も中止し翌年改めて開催する。…… ６０％
・MY WORKを例年通りに作成し、10月に作品展を行う。……………………… ２２.５%
・MY WORKは例年通りに作成するが、作品展は中止する。……………………１７.５%
この結果から一年延期での開催ということで会議を進めましたが・・・

★最終結果

●MY WORK 32の制作・作品展はアルファ50周年となる2023年まで延期する。
●50周年記念展と合わせて、MY WORK 32を発行し、
セントラルスカイホール全室にて大々的に
開催する
………こととなりました。
※理由
アンケート結果も踏まえ、今後３年間の計画を立てたところ、

2022年➡MY WORK 32制作
2023年➡50周年記念展

2024年➡MY WORK 33制作
と、毎年大きなイベントが発生します。結果、準備期間の短さや、予算的問題も大きいということが判明しました。
そのようなことから2023年の50周年記念にMY WORK 32を合わせることにしました。つまり、２年おきに制作しているMY
WORKを一回お休みするということになります。
これを踏まえまして次に本年度の事業計画をお知らせいたします。
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■議事＜3＞

令和３年度

事業計画

2021.4.15

（2020年4月1日〜2021年3月31日）

●事業計画① イララ原画展を開催
イララ初の原画展を開催。今までにイララにご参加いただいた 90 名以上の方へ参加を呼びかけます。
■ 期間：2021 年 7 月 21 日（水）〜26 日（月）
■ 場所：カフェ＋ギャラリー オマージュ
開催を記念して『札幌ギャラリーマップ』を作成し、スタンプラリーの企画を計画しています。
サイズは A3 を予定。両面印刷でマップのほかカフェやギャラリーの広告を掲載します。また、スタンプラリーに協賛してく
ださるお店と相談し、クーポンなどのサービスも企画しています。現在カフェギャラリー４店舗から賛同いただいています。

●事業計画② イララにて公募コーナー「イララ大賞」を掲載し展示会を開催
2021 年 11 月 1 日発行予定のイララ 20 号にて「イララのたまご」とは別のイラスト公募コーナーをスタート。
応募資格は基本的に不問とし、応募料 1,000 円でアナログ、デジタルどちらでも応募可とします。
副賞として商品券とイララ 21 号での無料掲載などを用意、また入選者とイララ参加者による展示会も開催。
………詳しい内容は P.７をご覧ください。

●事業計画③ 2022 年発行予定の作品集作成
MY WORK 32 の制作が 2 年後の 2023 年に延期となったため、前回 MY WORK 31 から 4 年もの間が空いてしまいます。
今年はまだコロナ禍の影響が続くものと見られますので、来年の発行に向けて、MY WORK に変わる小さな作品集を作成し
ます。
製作費は 20 万円ほどを予定。制作時期や詳細は決まり次第お知らせしていきます。

●事業計画④ ホームページの充実とサイト上での作品展の開催
役員から選出した WEB 担当者を中心に、ホームページ上で行える作品展を計画。
おそらく後半の開催になると思われますが、詳細が決まり次第お知らせいたします。

●事業計画⑤ ジャスマックギャラリーでの企画展
８月からの展示予定がまだ決まっていませんので、全会員での企画展も計画してみます。
こちらも詳細が決まり次第お知らせいたします。
※ジャスマックギャラリーは一般の方にも利用いただけるようにいたしました。詳しくは P.9 を参照ください。
また、それにあたり利用規約の明文化も進めており、アルファ HP 内で近く公開予定です。
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第45期(令和３年度) 事業予算案

■議事＜4＞

■ 収入
項

目

（2021年4月1日〜2022年3月31日）

本年度予算

前年予算

・前期繰越金
・令和３年度 会費（会員数 49 名）
・滞納会費回収
・新入会員 入会金
会費
・マイワーク売り上げ

内

514,578 円
584,000 円
0円
18,000 円
6,000 円
2,000 円

473,882 円
299,000 円
0円
18,000 円
6,000 円
10,000 円

2021.4.15

訳、

備

考

会員48 名×12,000 円、1 名のみ 8,000 円 ( 前納あり )
滞納者なし
1 名想定
1 名・半年分想定
２冊想定

合計

……

￥１,１２４, ５７８ 円

◆ 支出１／基本支出（新年度の企画関連費を除く経費など）
項

目

本年度予算

前年予算

内

会議運営費

14,200 円

4,400 円

旅費交通費

61,400 円

31,000 円

消耗品費
通信・荷造り運賃費
渉外交際費
慶弔費

20,000 円
25,000 円
15,000 円
10,000 円

20,000 円
25,000 円
15,000 円
10,000 円

ウェブ関連費

75,000 円

47,936 円

100,000 円

100,000 円

レクリエーション費

33,500 円

0円

会員への作業報酬

34,000 円

44,000 円

新規事業補助

30,000 円

30,000 円

フリーペーパー「イララ」補助

雑

訳、

考

・2021 年４月の総会は中止、会場費０円
・執行部会（４名の喫茶代…2,000 円 ）
・役員会（会場費 1,200 円 ×２回 …2,400 円 ）
・執行部会交通費 (800 円 ×４人 ×1 回 )…3,200 円
・役員会交通費 (800 円 ×13 人 ×２回 )…20,800 円
・駐車料金 ( 企画展以外 )…2,000 円
・会長へ車の燃料代補助…5,000 円
・地方会員の交通費補助…０円
事務用品、会議書類コピー代、工具や備品など
切手・ゆうパック 20,000 円、 会長電話代補助 5,000 円
他団体交流会の参加費、ギャラリーお礼など
・HP 年間管理費 ( クルーラー・佐々木氏 )… 25,000 円
・個人ページ作成・画像作成担当者報酬 (5,000 円 ×２名想定 )
・HP のレンタルサーバー料…12,936 円
一回 50,000 円 ×2 回
・2021 年 4 月の総会後の懇親会も中止
・会長と会計の業務費 (12,000 円 ×２名 )…24,000 円
・事務局 (5,000 円 ×２名 )…10,000 円
・新規で追加作業料の予備費 10,000 円

1,000 円

費

備

合計

……

３２８, ３３６円

◆ 支出２／企画関連
項

目

本年度予算

前年予算

ジャスマックギャラリー 通常展示

内

30,000 円

30,000 円

ー

50,000 円

イララ公募 関連費

訳、

備

考

・協力役員の駐車代・交通費 (600 円 ×12 回で 7,200 円）
・喫茶代 ( ３名 ×500 円 ×12 回で 18,000 円）
・会場消耗品、予備費など 4,800 円

合計

……

８０, ０００円

◆◆ 支出／合計
項

目

前年予算

支出１／基本支出

418,100 円

支出２／企画関連

338,000 円

次期繰越金

50,782 円

本年度予算

328,336 円
80,000 円
716,242 円

内

訳、

備

考

上記 - 支出１の合計額
上記 - 支出２の合計額
MY WORK32展 会場費 594,000 円 (2023 年支払予定 ) 含む

合計

……

￥１,１２４, ５７８ 円
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その他の報告

■執行部（事務局）からのお知らせ
＜役員改選と会の業務分担のお知らせ＞
大きな変更としまして、前年度までは執行部と事務局が別となっていましたが、本年度から執行部が事務局として活動します。

【役員改選】

執行部（事務局）
●会 長（事務局長） 小田啓介
●副会長（事務局員） 小林龍一、 八角屋（古村恵）
●会 計（事務局員） やまだるみ
役員 11名
西村昌実（事務局補佐）、 石城恵美子、 石垣渉、 植田伊都子、 佐藤正人、 渋谷裕二、 キムラみのる、
スダナオ子、 中井亜佐子、 前橋康博、 村井里津子

【会の業務分担】 ※各担当部署の担当は5月中に役員会にて選定いたします。
■
■
■
■
■

WEB担当部
ジャスマックギャラリー担当部
50周年記念展推進部
レクリエーション担当部
イララ編集部

.

■イララ編集部からのお知らせ
●「イララ大賞」について

2021年11月1日発行予定のイララ20号にて
「イララのたまご」
とは別のイラスト公募コーナーをスタートします。
応募資格は基本的に不問とし、応募料1,000円でアナログ、デジタルどちらでも応募可とします。
副賞として商品券とイララ21号での無料掲載などを用意、
また入選者とイララ参加者による展示会を予定しております。
アルファ会員の皆様は応募できませんが、内容を下記に明記しておきます。
【応募要項】
テーマ ： テーマは特にありません。未発表の作品であればOKです。
作品中にタイトル、著者名などをデザインする必要はありません。
審査員 ： 北海道イラストレーターズクラブアルファ役員数名と外部グラフィックデザイナー
賞

： 金賞１名

副

賞 ・30,000円分の商品券
・イララ21号にて１ページの掲載枠
・イララちゃんオリジナル記念品

銀賞１名

副

賞 ・10,000円分の商品券
・イララ21号にて1/2ページの掲載枠
・イララちゃんオリジナル記念品

銅賞１名

副

賞 ・3,000円分の商品券
・イララ21号にて1/2ページの掲載枠
・イララちゃんオリジナル記念品

佳作３〜５名

副

賞 ・イララちゃんオリジナル記念品
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展示会 ： ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ にて受賞
者全員の作品を展示します。
2021年11月24日
（水）〜29日
（月）授賞式 を27日
（土）に会場にて開催（予定）。
著作権 ： 本人に帰属
資

格 ： 不問

作

品 ： ・1人3点まで
・カラー、モノクロどちらでもOK
・A4〜A3サイズ程度まで／データ、原画（手描き）のどちらでもOK。
・画材、技法は自由。
（立体作品は不可。但し、撮影後プリント等であれば可）
・木製パネルの場合は厚さ20mm程度で。
・データの場合は原寸で解像度350dpi。保存形式はJPGまたはEPS。
（解像度についてご不明の方は
お問い合わせください。）
・原画作品の場合は、作品の裏に必須項目を記入した応募票を貼ってください。
・データの場合は応募フォームから記入
・原画の場合、作品の扱いには十分気をつけますが、万一破損汚損した場合はご容赦願います。

作品保護： 作品には必ず、透明なフィルムやビニール等をご使用の上、各自で保護を行ってください。
審査の際は、お預かりした状態のままで作品を拝見いたします。
（トレーシングペーパーなど不透明
なものは不可）
発

表 ： 審査後８月下旬頃、金賞、銀賞、銅賞、佳作受賞者にはメールにてご連絡します。
イララ20号（11月1日発行予定）にて結果発表。

応募料 ： 1,000円／1点増えるごとにプラス500円／1人3点まで。
（3点出品の場合は2,000円となります。）
応募期間： 2021年8月1日
（日）〜8月20日
（金）
応募方法： ①応募期間内に応募料を振り込んで下さい。作品とご入金が確認されましたら、確認通知のメール
をお送りします。
もし入金、作品の郵送後一週間経ってもメールが届かない場合はお問い合わせく
ださい。
※必ず入金者名を応募者名と同じにしてください。
ご入金が確認されない場合、選考外となります
のでご注意ください。
※イララ編集部の名義でゆうちょ口座作成を申請中
②・原画での応募の場合
作品の裏に必須項目に記入した応募表を貼り、期間内必着で郵送してください。
・データでの応募の場合
アルファHPに応募期間中に設置される応募フォームから、必須項目にご記入していただき、作品
とともに送信してください。
原画返却： 原画を郵送される方で、作品の返却をご希望の方は、郵送の際に必ず「着払い伝票」
と梱包材料を同
封ください。その際、着払い伝票の返送先にはご自分の住所を、依頼主欄にはイララ編集部の住所を
ご記入ください。着払い伝票と梱包材料が同封されていない場合は、作品は破棄させていただきま
すのでご了承ください。
ご不明な点はイララ編集部までお問い合わせください。

E-mail：ilala@hic-alpha.com

2021.4.15
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■WEB担当部からのお知らせ
・ご自身のページの更新を随時お願いしております。サイトの更新頻度によってアクセス数も増減します。
お仕事のご依頼につなげるためにも、各自のページ更新をお願いします。
また手がけたお仕事の紹介や個展などのお知らせ
もログインページから投稿することができます。ぜひご活用ください。
・3月よりログインページのダッシュボードから簡単なアクセス解析が確認できます。
ご不明な点などございましたらWEB担当者
までご連絡ください。
・ホームページ上でイラスト展を企画し、詳細が決まり次第お知らせいたします。

■50周年記念展推進部からのお知らせ
・現段階では具体的な計画進行はありませんが、セントラルスカイホールにてMY WORK 32発行記念と合わせて、50周年記念展
を行う予定です。展示会場では実際に使用している画材を展示し、セントラルの画材コーナーと連動したものができないかな
ど、企画を計画予定です。

■レクリエーション担当部からのお知らせ
・昨年よりコロナ禍でアルファとしての懇親会などが行われていませんが、状況見ながら忘年会などが行えそうであれば企画を
立てる予定です。

■ジャスマックギャラリー担当部からのお知らせ
＜ジャスマックギャラリーでの展示状況＞

2017 年３月末よりアルファで展示者の選定を担当中。
昨年は４月途中に道や札幌市の”緊急事態宣言”などにより店舗が閉鎖され作品回収すらできないなど不測の事態もありまし
た。未だに「土日祝休業」、
「18:00閉店」は続いていますが、
コロナ禍の収束状況により通常へ戻る予定です。
また、来客数の減少や展示希望者も少なかったため、
「2か月継続展示」
も行ないました。
■2020・ ４月………… 三澤氏 ※非会員 (美専卒業生)
５月… …… ※緊急事態宣言によりギャラリーのある”カフェビーパスト”が閉鎖される
６〜７月… 佐藤正人「 MASATO SATO ILLUSTRATION EXHIBITION 2020 」
８〜 ９月… 石城恵美子 作品展『にじいろ鉱石箱・2』
10月………… スガイミナホ イラストレーション展「はじまりのものがたり」 ※非会員
11〜12月… 「ここにいるよ。〜福田悠野 個展 2〜」 ※非会員
■2020・１〜３月…… スプレーアート展／bindon吉田 ※非会員
４月…………小林龍一 作品展
５月…………やまだるみ＆佐藤なみ 作品展
６〜７月…… 川村紀子 ※非会員
＜８月以降は展示者募集中＞
同ギャラリーの展示はアルファ会員は無料。展示作業には役員が会場入りし展示協力します。
展示を希望する方は事務局へ随時ご連絡を。
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＜ジャスマックギャラリーの展示を８月より一般へも拡大します＞
2021年３月の役員会の討議により
「展示を一般の方へも開放」することとなりました。
アルファ会員は今まで通り無料で展示
できますが、非会員の一般の方からは一か月5,000円の展示料を徴収します。
アルファ会員・非会員との合同展示の場合の展
示料は3,000円とし、対象は趣味の絵画サークルなど、基本的には誰でも展示可となります。極端にクォリティーの落ちぬよう
申込の際に事前にどういった作品かを確認いたします。
【展示料を徴収する理由】
・非会員の展示にもアルファの担当役員が会場へ出向いて協力しており、交通費の支給などをしている。
・一般へ同ギャラリーを告知することでアルファ自体の告知効果がある。
・一般の方の展示によりその知人の来客によりお店側にも売上効果がある。
・一か月の展示に対しての5,000円なら、他と比較しても割安である。
…ことなどから。
詳細はアルファHPに掲載し、一般の方からは申し込みフォームから申し込みを受けます。
カフェビーパストのオーナーにもこれらをお伝えし、
了承を頂きました(2021年３月28日）。
会員からの展示申し込みが少ない理由として
「一人で展示の場合、10点以上もの作品を持ち込むのが難しい」
ことがあるよう
ですので、会員同士で相談し、2人展・3人展などの形を取るなどして積極的に活用してください。
また、展示回数が自分だけ多いことを気にされる方もおられますが年１回程度なら差し支えありませんので、気軽に申し込ん
でください。
汚損、破損などには十分気をつけますが、万一の場合はご容赦願います。
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● 新入会員・休会・退会会員（2020年4月〜2021年3月末まで）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
新入会員
休会会員

退会会員

なし
▲ 大沢 慎さん ……… 休会２年目に入ります。
▲ まろ さん …………… 休会２年目に入ります。
▲ みやこしさとこさん… 休会４年目に入ります。
▲ 森迫暁夫さん…………休会４年目に入ります。

※来年の春、復会か退会かを確認します。
※来年の春、復会か退会かを確認します。

◆ 市原多一郎さん … 2021年３月31日で退会されました。
◆ 吉川聡子さん …… 2021年３月31日で退会されました。

４月15日時点での会員数は「 49名 」となります (休会４名は含まず)。

●会員情報

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

・スダナオ子さん … 住所が変わりました → 帯広から札幌市厚別区へ

(2020年４月より)

・ももいじゅんさん … 住所が変わりました → 札幌市中央区から札幌市北区へ

(2020年８月より)

● 退会・休会の申請 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
新年度の会費納入後、個人的な事情により「退会・あるいは休会したい場合」は 2 月末までに事務局へ連絡を。年度途中
の退会・休会でもすでに予算化されているため、会費の返金はされません。休会の連絡がないと、次年度の予算編成に『在
籍前提』で組み込まれますので、可能なら 2 月までにはご連絡ください。
通常は退会ではなく、まずは休会をお薦めしています。（５年以内の復会なら会費のみ、５年以上は入会金も新規で必要）

● アルファ新規事業枠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当初からの「全員参加」が難しく、それでも可能性が感じられる企画に対しては、提案者を責任者とし、会から最大３万円を補
助し、企画を後押しします。将来的には誰もが参加可能な新たな企画をご提案ください。フリーペーパー「イララ」が第一弾、
チカホでの『イラストレーターズ・マーケット』もこの枠で開催しました。長期的な展望に立った、後進の育成までも考えるよう
な新たな企画もお待ちしています。

● マイワークの扱い＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
現在の在庫／31号…約100冊
仕事先への配布として手持ち分がなくなりましたらお渡しできますので、事務局までご連絡ください。
会員が個展などでマイワークを販売してもかまいません。あくまで「個人受取分」のみ。もし販売目的で追加のマイワークを希
望の場合は、会のストックから「 半額 (500円) 」で提供します。

● 名刺やHPに「北海道イラストレーターズクラブアルファ」の記載を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会を広く告知するためにも、名刺やHPにできるだけ「北海道イラストレーターズクラブアルファ」の文字の記載をお願いいたし
ます。強制ではなく、あくまで任意です。
「マーク」
「ロゴ」もお使いください。アルファのHPの「会員ログイン」内にPDFデータ
が置いてあります。
例： 会員の皆さん… 「北海道イラストレーターズクラブ アルファ 会員」
役員の方………「北海道イラストレーターズクラブ アルファ 幹事」というように。
「α」が”アルファ”と読まれにくい（ ”エー” と読まれてしまう）、”プラスアルファ”的な誤解を受けるなどの意見があり、会として
は表記に「α」を使うのをやめ、
「アルファ」の表記とすることといたしました。
（2017年より）

●メールなどでの「出展依頼」
「掲載依頼」など＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
メールや電話で「作品展へ出品しませんか？」
「アート本へ掲載しませんか？」と個人宛に勧誘があります。すべてが悪質な業者
とも限りませんが、急な話や高額の出品料の場合はご注意ください。
注意を要する業者として、
「株式会社クオリアート（旧：世界文藝社）」
「株式会社ART BOXインターナショナル」
「遊美堂」
「麗人社」」
「美研インターナショナル」など。実際に展示や出版もされるようですが、
「それに見合う金額か？」、ご確認を。
迷う場合は、事務局までご一報ください。場合によっては全会員へ向け、メールで情報提供を求めます。
「カラーズ(有)」が出版している「ジャパン・クリエイターズ」という作品集は問題ありません。過去にアルファの会員で参加し
た方も数名いらっしゃいますが、掲載料はかかります。
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●会費の納入＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
先日会計担当役員より案内いたしましたが、年会費（４月1日〜３月31日までの１年分で12,000円）の納入期限は４月末です。
未納の方はお忘れなく以下へ納付ください。 原則、『メイン口座』のゆうちょ銀行 へご入金ください。
＜会費の振込先＞

ゆうちょ銀行
記号：1 9 0 2 0 番号：5 1 3 4 0 2 4 1

【 メイン口座 】

名義：北海道イラストレーターズクラブアルファ

※何らかの事情で「ゆうちょ銀行」が使えない場合は「北洋銀行」へ。
ただしその場合は会計へ「北洋銀行へ納付した」
と必ずご連絡を。

【 サブ口座 】 北洋銀行 円山公園支店
普通口座 ３７７６６４２
名義：北海道イラストレーターズクラブアルファ

●住所変更・メールアドレス変更の場合は必ず連絡を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所変更・メールアドレス変更をされた場合は必ず事務局までお知らせください。アルファ通信や郵便物が届かなく
なってしまいます。

●アルファのホームページの画像更新＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
各個人のページは随時、新たな画像の更新を各自で行ってください。画像の作成・更新ができない会員へは担当する
役員をご案内しますので、事務局へご連絡ください。

●総会や MY WORK展パーティーに参加する地方会員への「交通費補助」
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地方会員が参加の際は会より交通費を半額補助します。一般的な「JR 特急往復キップ（S きっぷなど）
」の半額、上限
１万円までです。
＜参考＞ 札幌〜旭川 往復で 5,550 円（S きっぷ）…半額の 2,775 円が補助されます。
札幌〜帯広 往復で 13,910 円（往復特急割引）…半額の 6,955 円が補助額です。 ※金額は 2020 年 2 月調べ。
※地方会員とは札幌在住者以外。補助は一般的な交通機関（JR やバス）による交通費が片道 1,000 円を超える場合に限ります。

●慶弔に関して＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１親等のご家族の訃報に対しては、会から弔電を送ります（主にご両親を想定しています）。弔電を受取ることで、
「所属する
会」があることをご遺族やご親族にも知っていただき、
ご安心いただくのが目的です。会員の権利として、その際は気兼ねなく
事務局までご連絡ください。
また、
ご結婚に際しても会から祝電をお送りしますので、
日時が決まりましたらお早めにお知らせください。

●MY WORK、
イララのバックナンバーは中央図書館で随時閲覧可能＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
MY WORKの創刊号〜最新号、イララの全号は『札幌市郷土資料』
として、札幌市中央図書館に保存されています。２階のカウ
ンターにて
「閲覧の希望」をお伝えいただくと、書庫からご用意いただけます。
（常時陳列されてはいません）
＜札幌市中央図書館＞ 札幌市中央区南22条西13丁目1番1号 （※休館日があります。HPよりご確認ください）
★唯一欠けていた「MY WORK 13 号」は佐藤博美さんにご寄贈いただき、全巻が札幌中央図書館に保存されます。

● 新規会員の募集＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会では随時、新入会員を募集しています。 身近に、 あるいは作品展などでふさわしい方を見かけましたら、 ぜひお誘いくだ
さい。
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ジャスマックギャラリー｜ カフェ ビーパスト店内

札幌市中央区南７条西３丁目 ジャスマックプラザ本館１階
Tel. 011-513-8101

アルファが申し込み窓口となっており、利用料金は会員は無料です。展示には担当役員がいお手伝いします。
● 利用単位…１か月
● 利用料……会員は無料／一般は¥5,000ー
● 作品販売…可能
● 販売手数料（作品が売れた場合のみ）
会員…売上額の10％
一般…売上額の20％
● 在廊………必要ありません
● 搬入出……毎月月末
● 申し込み…アルファ事務局へ

カフェ+ギャラリー・オマージュ｜ プレジデント松井ビル100 １F

札幌市中央区南１条西５丁目16-23
Tel. 011-232-3980

都心部のビルの１階にある立ち寄りやすいギャラリーです。
ギャラリースペースが独立しており作品をゆったり見られます。

● 利用単位…水〜月までの６日間
● 利用料……40,000円（税別／外看板用告知シート代を含む）
※シートを自費で用意できる場合は利用料30,000円
● 作品販売…可能
● 販売手数料…売上額の20％
● 在廊………できるなら
（希望）
● 申し込み…事務局または佐藤正人氏へ
★ 会場でオープニングパーティーなどの開催が
可能です。
（料金・内容は要相談）
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ギャラリーのご案内−２

HUG(ハグ)｜ 札幌市中央区北１条東２丁目４番地

北海道教育大学
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札幌軟石蔵

北海道教育大学で講師をされている”大西 洋さん”が参加されることにより、
「学内利用者」料金にて使用できます。
● 利用単位…１日単位で連続使用も可
● 利用料……別表の通り
● 作品販売…可能
● 販売手数料…売上額の20％
● 火曜日定休

詳しくはHP「北海道教育大学HUG」
でご確認ください。

コーヒーギャラリー

クレメント｜フナコシヤ南１条ビル2階

札幌市中央区南１条13丁目317番地
TEL : 011-242-9106

2021年4月よりリニューアルオープンした、電車通りに面するカフェギャラリーです。
ギャラリースペースが独立しており作品をゆったり見られます。
4月20日よりこけら落としとして、小田啓介が個展を開催します。
● 利用単位…１日単位で連続使用も可。
● 利用料……6日間で25,000~30,000円程度の予定
●営業時間 平日／11:00〜21:00 土、祝／11:00〜20:00
●定休日／日曜日
● 作品販売…可能（販売に関してはご自身でお願いします）
● 販売手数料…なし
● 在廊………できるなら
（希望）
● 申し込み…小田啓介まで
（お店がギャラリーに関しては始めたばかりということで、
当面一任されています）
★ 会場でオープニングパーティーなどの開催が可能です。
（料金・内容は要相談）
※コロナ禍の影響により当面はパーティーは受け付けていません。

ピクチャーレール付き展示スペース
ピクチャーレールなし展示スペース

3m
棚（扉付きの収納）

◀カフェスペースへ

椅
子

5m
WC

テーブル

物置
（額縁の箱など置けます）

エアコン

︵

