
新型コロナウィルス感染拡大の懸念により、４月４日に開催予定だった『第44回定期総会』は中止いたしました。
その後、役員によるメールでの質疑応答・確認を行い、令和２年度の議案書が作成されました。

　
　

　■議事＜1＞　平成31(令和元)年度　事業報告

平成31年　４月６日（土）　第43回定期総会（札幌市民ホール・第1会議室) 、
　　　　　　　　　　　　懇親会（はねもん屋本店／北１西３／参加20名）
　　　　　　　　　　　　イララ15号完成、配布

　　　　　４月13日（土）　イララ15号 親睦会（和食居酒屋　遊ぜん ）

令和元年　５月12日（日）　第１回役員会（マリヤ会議室／11名参加）
　　　　　　　　　　　　MY WORK 31の制作要項・スケジュールなど検討、
　　　　　　　　　　　　役員の作業分担内容に関して説明。

　　　　　５月20日（月）　MY WORK 31 制作要項を全会員へ発送。
　　　　　　　　　　　　　　  　同時にアルファのHPに関してのアンケートを同封。

　　　　　６月５日（月）　MY WORK 31 参加申し込み締切。
　　　　　　　　　　　　　　　全会員55名中、参加 49名 。

　　　　　６月20日（木）　MY WORK 31 編集会議  （ガスト石山通店／７名参加）

　　　　　７月24日（水）　第２回役員会  
　　　　　　　　　　　　（札幌市民交流プラザ／ミーティングルーム２／10名参加）
　　　　　　　　　　　　MY WORK 31進行状況の確認、表紙デザイン決定。
　　　　　　　　　　　　アルファHPに対するアンケート結果を参考に
　　　　　　　　　　　　独自のサイト作成を決定。

　　　　　８月９日（金）　MY WORK 31 入稿  （山藤三陽印刷）

　　　　　８月21日（水）　MY WORK 31 色校正  （札幌市民ホール・第1会議室）

　　　　　９月９日（月）　MY WORK 31 最終下版

　　　　　９月25日（水）　MY WORK 31 イラストレーション展に関して
　　　　　　　　　　　　道新ぎゃらりーで打ち合せ（役員３名）

　　　　　９月27日（金）　MY WORK 31 完成、受取

　　　　　９月28日（土）　イララ16号完成
　　　　　　　　　　　　MY WORK 31、DM、会の紹介リーフレットとともに
　　　　　　　　　　　　全会員へ配布・発送開始。 

　　　　　10月12日（土）　イララ16号 親睦会（伊まり  南３条本店）

　　　　　10月31日（木）　MY WORK 31 イラストレーション展  
　　　　　　　　　　　　（10月31日～11月５日／道新ぎゃらりー）

第44回 定期総会   -2020(令和２)- 2020(令和2)年 4月 4日(土)  16:00～18:00　
於：札幌市民交流プラザ　控室402 での開催予定でした。
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●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。昨年も順調に展示された。

■2019・４月…  かっぱ・くま作品展「ゆるぅい平成最後展」　※非会員／濱欠・金津 ( 札デ卒業生 )
　　　　 ５月…  イラストレーター　てみ　『てんてこてん』　※非会員／青木てるみ ( 美専卒業生 )
　　　　 ６月…  マルヤマクマ　作品展　※非会員／田口善広
　　　　 ７月…  MotoArt 大沢慎　個展　『昭和の乗り物展』
　　　　 ８月…  佐藤正人　風景イラスト展「北国からの便り」
　　　　 ９月…  竹中貴明　作品展　　※非会員
　　　　10月… やまだるみ　作品展  「はなことば」
　　　　11月… 山口夕希子　illustration 展
　　　　12月… 鈴木隆一郎　イラスト展
■2020・１月…  西村昌実　十二支イラスト展
　　　　 ２月…  あいざわしおり　作品展『あい色』　※非会員　( 美専卒業生 )
　　　　 ３月…  紀子 (きこ)「 Tegami―追伸― 」   ※非会員　( 美専卒業生 )
　　　　 ４月…  三澤氏　※非会員　( 美専卒業生 )
　　　　 ５月…　　＜以降は空いています。＞

同ギャラリーの展示は無料。展示作業には役員がお手伝い可能。
展示を希望する方は事務局へ随時ご連絡を。（P.11に詳細案内あり）
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イララ17号

　　　　　11月２日（土）　MY WORK 31 出版記念パーティー（道新ぎゃらりー）
　　　　　　　　　　　　二次会 兼 新人歓迎会(大西 洋さん)／（海へ　時計台前店）

令和２年　２月６日（木）　執行部会  （ギャラリー・オマージュ）
　　　　　　　　　　　　　　　年度事業計画の検討

　　　　　２月15日（土）　北海道デザイン協議会  「懇親交流会」…代表として小田会長が参加。

　　　　　３月17日（火）　第３回役員会  （札幌交流プラザ／控室403) 　
　　　　　　　　　　　　※新型コロナウィルスによる、北海道知事の「緊急事態宣言」、
　　　　　　　　　　　　　札幌市が「主催する不特定多数の方が集まるイベント等を原則中止
　　　　　　　　　　　　　または延期」の通達により、開催中止。
　　　　　　　　　　　　　役員間でメールのやりとりにより、次年度事業計画策定。

　　　　　４月４日（土）　第44回定期総会  （札幌交流プラザ／控室402) 
　　　　　　　　　　　　イララ17号完成
　　　　　　　　　　　　※同じく新型コロナウィルス感染の懸念により、開催中止。
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会計監査実施日　　令和２年　４月　３日
監査の結果，いずれも適正であることを認めます。

　■議事＜2＞　平成31年度　決算報告

会計監査役

会計監査役

令和２年３月に入金した令和２年度年会費26人分を含む。
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　■議事＜3＞　令和２年度　事業計画 （2020年4月1日～2021年3月31日）

新型コロナウィルス感染の収束が見込めず、今後も散発的に発生が見込まれるため、秋口までの作品展開催は行わない。

❶ アルファHPのリニューアル　
役員会で検討を重ねた結果、アルファのHPは委託ではなく、自前のドメインを持ち、クラブ側で管理することとなった。
全面リニューアルに至る経緯を改めて説明する。

【アンケートの結果／2019年５月にMY WORK作成要項に同封のHPに関するアンケート】
　１・現在のHPで十分と思う…23人（62％）
　２・もっとHPを充実させて欲しい…10人（27％）
　３・どちらともいえない…４人（11％）

　１＿「現在のHPで十分と思う」会員が6割を超えているが、これらの内訳は
　　　　・個人のHPを持たない会員にとっては、唯一のHPである。
　　　　・画像作成・送信などを自分ではできない会員にとっては代わりに作業してもらえるのは助かる。
　　　　・個人のHP、ブログやFB、インスタなどを自前で行っている会員にとってはアルファのHPにさほど期待していない。
　　　　・低価格で済んでおり、高望みしていない。
　　　などが主な理由と思われる。

　２＿「HPを充実させてほしい」会員は、
　　　これからの時代の変化も踏まえ、マイワークよりHPを充実させるのがベストと考えている。
　　　また、画像更新はやはり自分の手で、を希望している。

　３＿「どちらともいえない」会員は、
　　　マイワークも大事だが、HPも今後は重要になることは認識している。
　　　どちらがいいのか、また予算の問題もあり、はっきりとは判断が難しいと思われる。

…これらを踏まえ、役員会で検討。
◎ 今後、HPの重要性はますます高まる。
◎ マイワークよりも、イラストレーターの検索はネットで行うのが主流。５年後、10年後を考えれば、HPを重視すべき。
◎ 現在のHPを管理いただいている「アイリスHPサービス」については、SEO対策などの知識は豊富ながら、ページのデザイン
　やレイアウトに関しては、デザイナー気質ではなく、HPのデザインに不満を感じる会員も多い。
◎ マイワークを縮小せずとも、新サイト構築と運営は可能と判断。
　・基本となるHPサイトの構築を外部発注見積りをしたところ（2社）、およそ30万円。その後の維持費はおよそ年額3万円。初
　  期費用はかかるが、その後は低価格で済む。
　・基本的な管理者とのやりとりは、小田会長が受諾。
　・2019年度の繰り越し金と、2020年度はマイワーク作成もないため、新規予算建てで30数万円の捻出は可能。翌年のマイ
　  ワークを縮小する必要もない。
　・新規サイトの構築時間は現在のアイリスとの契約終了（2020年6月末）まであり、その間に作業を進行できる。

これらのことから、役員会としては「アルファで自前のサイトを運営していく」、という方向性に至った。

【メリット】　・「airacafe」ドメインから脱却し、「.com」のドメインとなる。（取得済み：　https://hic-alpha.com/　）
　　　　　  ・各会員が自分のページを自由に何度でも更新できるようになる。
　　　　　  ・個人ページの作品点数をもっと増やすことができる（現在は15点→20点に）。
　　　　　  ・サイトのデザインやレイアウトの自由度が高くなる。
　　　　　  ・送信フォームを設置でき、個人のメールアドレスを表示せずに済む（迷惑メールが減少できる）。
　　　　　  ・事務局のメールアドレスが統一できる（会長、事務局が同時送受信可能）。

【デメリット】  ・画像作成・送信ができない会員への補佐が必要（これは現在も同じ）。→専任担当者を設ける。

５月１日までに会員作品の掲載を終了させ、HPのリニューアル告知を行うことを目指す。
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＜HP作成にあたっての経費詳細＞
１_  HP 基本構築／作成：Webサイト制作会社「クルーラー」へ依頼…………………275,000 円 (２月25日に支払済み )
２_追加作成
　　・「Topix」への投稿が「Facebook」へも同時投稿される設定のための費用………………………………… 15,000 円
　　・会員情報「作品ギャラリー」実装（作品の入れ替えが容易になる設定のための費用）……………………15,000 円
　　・ジャスマックギャラリーのページ（作品展の紹介や予告、募集をする）………………………………………5,000 円
　　・会員向けの「ログインページ」（作品展要項や、総会議案書、マーク・ロゴのダウンロードなど。）………5,000 円
３_ 2020 年度からの年間管理費（「クルーラー」が担当）……………………………………………………………25,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※  ” ２” と” ３” は” 本年度予算より支出する。

＜その他＞
◆  作品画像の入れ替えはいつでも何度でも可能。
◆  個人ページ作成ができない会員のページは、本人の希望に沿って担当役員が代わって作成する。

❷ 企画展「北海道の四季」展　
9 ～ 12 月の間の 2ヶ月を使ってジャスマックギャラリーにて「北海道の四季」展を開催。会期確定後、アルファ通信にてご
案内予定。一昨年開催した「イラストレーションパレード展」の形式で、一ヶ月ごとに作品を入れ替え、展示。。原画、プリ
ントシートでの販売も可能。
予算的には、DM、喫茶代、作品返送代などで 3万円くらいを想定。

❸ 企画展  干支の「丑」をテーマにした作品展（タイトル未定）

 1月半ばくらいにカフェ+ギャラリー　オマージュにて干支の「丑」をテーマにした作品展と、新年会パーティーを開催。
予算的には、DM、会場料、作品返送代などで 6～ 10 万円くらい ( 期間による）。
パーティーは会からの補助がなくとも低額で済む。

※ 大同印刷で 印刷工場見学会 (開催は未確定 )　

昨年の MY WORK31 での刷り上がりに関して、こちらの想定と違う結果の出たページがあった。 なぜそうなったのか、印刷
を理解すべく、希望者を募り大同印刷の工場 ( 札幌市厚別区厚別区厚別東３条２丁目 )を訪問し、印刷工程を学ぶ。
同社出身のゴトウマキエさんを介し、先方様とは合意済み。本年度に開催かは確定していないが、タイミングをみて開催予定。
1＿大同印刷（厚別）へ参加希望者が各自集合
2＿社員の方に案内いただき、見学会（１時間～2時間）
3＿終了後、近くの飲食店・ファミレスなどで会員のみで懇談

いずれも役員会で詳細決定後、ご案内します。
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　■議事＜4＞　第44期(令和２年度)　事業予算案   （2020年4月1日～2021年3月31日）

・前期繰越金
・令和２年度　会費
・滞納会費回収
・新入会員　入会金
　　　　　   会費
・マイワーク売り上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　……　￥８０６, ８８２ 円

473,882 円
299,000 円

0円
18,000 円
6,000 円
10,000 円

251,133 円
600,000 円
12,000 円
36,000 円
12,000 円
※11,000 円

※３月中に入金の 26 人分の令和２年度会費が含まれる
残り会員 25 名×12,000 円　※1名 1,000 円過徴収を調整
滞納者なし
1名想定
1名・半年分想定

14,200 円

61,400 円

20,000 円
25,000 円
15,000 円
10,000 円
100,000 円
 75,000 円

33,500 円
34,000 円
30,000 円

◆ 支出１／基本支出

■ 収入

・総会（会場費 8,600 円 ）
・執行部会（４名の喫茶代／ 2,000 円 ）
・役員会（会場費 1,200 円／ 3回 … 3,600 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／３回／ 31,200 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
・地方会員交通費補助 (２人想定 )…20,000 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 

一回 50,000 円×2回
・HP年間管理費 (クルーラー・佐々木氏 )…  25,000 円
・HP作成追加部分の支払い…40,000 円
・個人ページ作成、画像作成担当者報酬 10.000 円 (２名想定 )
・懇親会補助 1,000 円×30 人
・新人歓迎会での新人分負担 3,500 円 (1 人想定 )
・会長と会計の業務費 24,000 円　・事務局 2名  10,000 円
・新規で追加の際の予備費 10,000 円

　　　　　項　　　目　　　　　　 　   　　前回決算　 　   本年度予算　　　　　　　内　　　訳、　　　　備　　　考

　　　　　項　　　目　　　　　　 　    　 　前回決算　 　     本年度予算　　　　　  　     内　　　訳、　　　　備　　　考

　　　　　　
　
　会議運営費
　

　旅費交通費

　消耗品費
　通信・荷造り運賃費
　渉外交際費
　慶弔費
　フリーペーパー「イララ」補助

　ウェブ関連費

　レクリエーション費

　会員への作業報酬

　新規事業補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　合計　……   ４１８, １００円
◆ 支出２／特別支出、企画展関連
　　　　　項　　　目　　　　　　 　   　　前回決算　 　   本年度予算　　　　　　　内　　　訳、　　　　備　　　考
MY WORK 32 イラストレーション展
(2021 年開催 )

ジャスマックギャラリー通常展示

企画展　開催費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  合計　……   ３３８, ０００円

198,000 円

30,000 円

110,000 円

会場費半金の支払い(支払い期限：2021年３月３日)
(セントラルスカイホールで決定)
・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

・「北海道の四季展」／ジャスマックギャラリー…30,000 円
・「干支の丑」をテーマにした作品展（タイトル未定）
　…80.000 円

◆◆ 支出／合計
　　　　　項　　　目　　　　　　 　   　　前回決算　 　   本年度予算　　　　　　　内　　　訳、　　　　備　　　考

418,100円
338,000 円
50,782 円

支出－１／基本支出
支出－２／特別支出・企画展
繰越金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　……　￥８０６, ８８２ 円

上記 -１の合計額

上記 -２の合計額

次期繰越金 兼 予備費

※前回決算・2018 年の売上を参考にした

6
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●会の業務の分担
今期は「MY WORK 作成」がないため、会の業務ブロックを５つとする。

●事務局に作業報酬
事務局の２名、西村と八角屋それぞれに「作業報酬」として、年 5,000 円を支給する。

●アルファの入金口座
会費の納入にお使いいただいているゆうちょ銀行の” ATMによる「電信振替」” は４月より1回１００円の有料化となった。
他行と比べると安いことに変わりなく、引き続き利用可能。ATM利用の際に、『受取人様へ送金内容を郵送で通知しますか？
通知料金は100円です』という画面の時には必ず『いいえ』を。通知の郵便は不要な上、料金がかかるため。

●アルファの現在の業務担当者
　◇アルファHPのトップイラスト手配　
　　リニューアルによって、この作業自体が終了。新しいHPでは、各会員のトップページ用画像がランダムに表示される。
　　2019 年 1月から１年間火山真子が担当したが、半年間延長いただき、HPリニューアルまで担当。
　◇フェイスブックへアルファ通信の転載作業
　　こちらもリニューアルによって、作業自体が終了。2020 年 3月まで山口夕希子が担当。

● フリーペーパー「イララ」
昨年も順調に作成し、今回の配布が 1７号。「制作に携わってみたい」方は小田会長へお問い合せを。また、広く広告も募
集しており、できるだけ働きかけをお願いしたい。今期も事業経費として１回５万円、年間 10 万円を会費より充てる。

●2021 年の「マイワーク32」作品展の会場
来年のマイワーク32 作品展は、昨年開催した「道新ぎゃらりー」を仮予約していたが、同ギャラリーが移転・縮小されるこ
ととなり、セントラルスカイホールへ予約、すでに開催日時も決定した。
　◆「MY WORK 32 イラストレーション展」
　◆会期：2021 年 10月19日 ( 火 )～24日 (日 )　
　◆会場：大丸藤井セントラル  スカイホール／トップライトギャラリーとサザンギャラリーを使用する。
アルファでは今から24 年前 (1996 年 ) の「20 号」の際にここで開催している。当面は「道新ぎゃらりー」の状況も見つつ、
さらに 3年後の会場選定を検討する。

執行部 事務局 ウェブ担当

イベント担当

【アルファのHPを担当】
小田啓介、西村昌実、八角屋

【企画展、ジャスマックギャラリーの展示イベントを担当】
佐藤正人　石城恵美子、鈴木隆一朗、
山口夕希子、やまだるみ

西村昌実
八角屋

会　長 ： 小田啓介
副会長 ： 石垣渉　
　　　　西村昌実
会　計 ： 石川由起枝

その他の報告 

イララ編集部
【イララ制作・募集、取りまとめ、配布を担当】
小田啓介　ゴトウマキエ、 小林龍一、 
やまだるみ、西村昌実

※役員ではない一般会員の方にも随時依頼します。ご協力ください。
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●企画展「Peace  Christmas 展」
例年、MY WORK 展の翌年は Peace Christmas 展を開催してきたが、一昨年に区切りの Vo.10 を終え、今年は別企画での
作品展を開催することとなった。終了というわけではなく、また時期をみて開催の予定。

●チカホ 『 イラストレーターズマーケット 』 について
昨年の総会議題書にて、「翌年の開催とする」由を記載したが、新型コロナの収束が見えない上、感染を心配される方も多
く、また会場確保も確実ではないため、今年は見送ることとした。

●展示会場でのお客様による写真撮影に関して
昨年の MY WORK 展でお客様より「写真を撮ってもいいですか？」と尋ねられたり、一切構わず撮る方もいた。その対応の
仕方を検討し、以下のように決定した。 
▶会員には「撮って欲しくない」方と、「撮ってSNS などにどんどん上げて欲しい」という方が居る。
会場入り口に『撮影 OK』『撮影 NG』があることを明示した上で、各人のプロフィールパネル（あるいは別パネル）にアイ
コンで表示する。

●個展を開催する場合のお知らせは
各自で「アルファのHPの” TOPIX” へ投稿」したうえで、事務局へもご案内を。
▶アルファHPの” TOPIX” へ投稿すると、Facebook へも自動でアップされる。
▶しかし、Facebook をやっていない、あるいは HP をあまり見ない会員へは伝わらないため、今まで通り事務局より” アル
ファ通信・作品展情報” として、メールで全会員へ案内する。

● 休会会員の扱い
会の内部では「休会会員」として扱うが、本人より復会の連絡があるまでは連絡を取り合うことは基本的にしない。外部へ
会員紹介の際は公表せず、マイワークやHPへも氏名は掲載しない。
   ※理由：   ・  休会会員名も掲載した場合、「休会中」という但し書きが必要となる。
　　　　　・  休会会員にとっても「休会＝休業中」と誤解される恐れがある。
　　　　　・  その会員に関する問合せがあっても「休会中」と伝えねばならず、対応に苦慮する。
　　　　　・  「会員数」を明確に答えにくい。



９

９

● 新入会員・休会・退会会員（2019年4月～2020年3月末までの期間内の連絡）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 　新 入 会 員　 ○ 大西  洋（ おおにし よう )さん…1976年生まれ、岩見沢在住、北海道教育大学岩見沢校勤務… 2019. 6.  19 入会
　　　　　　   ○ 吉川聡子 ( よしかわ さとこ ) さん…1968年生まれ、札幌在住、フリーランス   …………………   2019.  7.  11 入会　
    休 会 会 員　　  ▲ 大沢　慎さん  ………  4月1日より休会されます。
 　　　　　　　   ▲ まろ さん  ……………  4月1日より休会されます。
　　　　　　　　▲ みやこしさとこさん…  休会３年目に入ります。
　　　　　　　▲ 森迫暁夫さん…………休会３年目に入ります。　
　退 会 会 員　　◆ 道下雅千瑚さん … 2020年３月31日で退会されました。
　　　　　　　◆ 松浦 シオリさん … 2020年３月31日で退会されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月４日時点での会員数は「 51名 」となります (休会４名は含まず)。

●会員情報　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・小林龍一さん … 住所が変わりました → 〒003-0023  札幌市白石区南郷通り８丁目北 1 - 8 - 205   (2019年10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、2月中には必ずご連絡ください。
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。
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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＞　

●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。

●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（13号を除く）、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、書庫から探し出して用意いただけます。（常時展示ではありませ
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　（※休館日など、HPよりご確認ください）

★MY WORK 13 号のみ、欠けています。もしお持ちで『寄贈してもよい』という場合は事務局までご連絡ください。

● 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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【  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

【 メイン口座 】　ゆうちょ銀行　
記号： 1 9 0 2 0　番号： 5 1 3 4 0 2 4 1　
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。



Alpha-Information 2020

11

11



2020_4_4

12

12

Alpha-Information 2020


	2020_議案書01
	2020_議案書02
	2020_議案書03
	2020_議案書04
	2020_議案書05
	2020_議案書06
	2020_議案書07
	2020_議案書08
	2020_議案書09
	2020_議案書10
	2020_議案書11
	2020_議案書12

