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１. 開会 （高橋和代事務局長）
２. あいさつ （佐波敬司理事長代行）
３. 議長、議事録署名人、書記選出

慣例により議長＝佐波敬司理事長代行、書記＝向井真人、議事録署名人＝奥　一郎、大宮正紀

４. 議事 （高橋和代事務局長）

第１号議案
　１） 2021-22年度事業報告 （佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　２） 2021-22年度各委員会事業報告 （佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　3） 2021-22年度決算報告 （佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　４） 2021-22年度監査報告 （佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2号議案
　１） 新旧理事・役員の紹介及び承認（佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2） 第1回理事会開催・新理事長・理事挨拶（広瀬達也理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
第3号議案
　1） 2022-23年度新規委員会の開設及び正副委員長・委員の紹介・・・・・・・・・・・・・・　
　2） 2022-23年度事業計画（案）
　　　　全体計画 （広瀬達也理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　経営委員会（山崎宏委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　会員増強委員会（堀正清委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　クリエイティブ委員会（西脇康雄委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　広報交流委員会（堀江滋生委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　賛助会員委員会（中田雅文委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　育成サポート委員会（松本高武委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　ビジネスデザインEXPO実行委員会 （向井真人委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3） 新組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　4） 20220-23年度事業予算（案） （佐波敬司理事長代行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

附則
2022年4月1日現在の会員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
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第１号議案



3

第１号議案　2021-22年度事業報告
　CAC一般社団法人中部広告制作協会は、下図組織体制のもと活動しました。
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●2021年6月4日㊎　18：00〜19：30　第6回 定時総会
会場／アパホテル名古屋錦エクセレント4階　御岳の間

新型コロナウイルス感染症の第4波により緊急事態宣言が発令されていましたが、2021-22年度のCAC第6回定時
総会は、リアル＆オンラインの併用で開催されました。
総会員数42社・正会員社31社のうち19社のリアル参加と5社のオンラインZoomでの参加を得て総会の成立宣言に
続き、議長選出・書記・署名人の指名承諾を得て第1号議案の報告に入りました。
事業報告及び監査報告を終え、全員の拍手をもって承認されました。
5分間の休憩をはさみ第2号議案（計画案と予算案）がそれぞれの委員会担当理事・委員長から発表され、予算と合
わせて全員の拍手をもって承認されました。
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●2021年6月11日㊎　CAC主催／第9回中部地区クリエイター交流ゴルフ会
会場／東名古屋カントリークラブ 西コース

新型コロナウイルス感染症の第4波による緊急事態宣言中でしたが、感染防止に心がけて開催しました。今年は早く
梅雨入りとなり天候が心配されましたが、初夏の天候となり熱い戦いとなりました。緊急事態宣言中であり、参加者は
13名と少なめでした。プレー後は、成績発表のみで執り行いました。成績は以下の通りでした。
優勝：中田雅文／準優勝：和田健志／3位：大宮正紀／4位：武井正／5位：澤田匡希／6位：服部正／7位：安藤理恵／
8位：和田眞爾／9位：馬場秀樹／10位：佐藤宏／11位：鯉江康平／BB：安藤禮市／13位：佐波敬司（敬称略）
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●2021年7月7日㊌〜12日㊊　CAC BUSINESS DESIGN EXPO 2021 Vol.1ギャラリー展
会場／国際デザインセンター4F・デザインギャラリー

企業とあらゆるジャンルの有能クリエイターをつなぐ作品ポートフォリオ展示会BUSINESS DESIGN EXPO 2021
Vol.1がオンライン展示＆ギャリー展示のハイブリットが開催されました。
7日㊌18：00から開かれたレセプションでは、共催の国際デザインセンター中野充康専務取締役とCCDO中部デザイ
ン団体協議会会長の安藤誠一郎様からご挨拶を頂戴しました。
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●2021年7月9日㊎　CAC BUSINESS DESIGN EXPO 2021 Vol.1 交流発表会
会場／NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE

企業とあらゆるジャンルの有能クリエイターをつなぐBUSINESS DESIGN EXPO 2021 Vol.1 交流発表会が開
催されました。9名によるプレゼンテーションをはじめ、来賓挨拶・選考委員会の代表による講評など賑やかな雰囲気の
中で開催されました。
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●2021年8月3日㊋　18：00〜19：30　第3回CAC経営委員会Zoom会議
会場／CAC Zoom会議

6月24日の第1回Zoom会議、7月14日の第2回Zoom会議を受けて第3回CAC経営委員会Zoom会議が開催さ
れました。SDGsについて理解を深めよう ビジネスに役立てよう「がんばらないSDGs」とテーマにセミナー第1弾が
2021年10月18日㊊に開催することが決まりました。題して「SDGsって何？カードゲームで学ぶSDGsの世界」を一般
社団法人イマココラボ公認ファシリテーターの松下光幸氏をお招きして開催します。リアルな会場は、CAC事務局会
議室で限定人数で開催します。SDGsセミナー第2弾は、Zoomオンライン（11月4日㊍の18：00〜19：30）開催です。
題して「サステナビリティを自分ごとに転換する仕組みslowz」です。
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●2021年9月2日㊍　18：00〜19：30　第2回CAC育成サポート委員会Zoom会議
会場／CAC Zoom会議

8月30日のZoom会議は、お知らせが遅れたことにより9月2日に再開催されました。
フリーペーパー「オレンジマン」の再発行に向けて新たな趣意書が理事長より提出され、その内容説明に続き参加委
員の意見交換をしました。
趣意書の内容は、概ね了解を得ましたが事業推進に対する運営経費の捻出が懸念されるため、協賛スポンサー獲得
の目処をつけることが優先することで一致しました。

一般社団法人中部広告制作協会 育成サポート事業 

子と親をつなぐ愛情学習 

お子さんの人格形成をサポートする親子コミュニケーション冊子 

趣意書 

人格の土台はだいたい３歳くらいに形成され、１０歳くらいまでに確定するといわれています。 

人格形成に一番重要なことは「人から愛されている」という実感や、「自分は必要とされてい

る」と感じることです。このような自己肯定感があると、将来犯罪を犯すなどのリスクが減り、つ

らい苦境に直面しても力強く生きていける人間になるといわれています。そのためにも幼稚園

児と親がいっしょに学び、コミュニケーションできるツールが必要です。 

また、２００１年に市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目的に立ち上がりま

した NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークの「オレンジリボン運動」の活動にも関わらず、昨

年度に児童相談所が対応した虐待の相談件数は２０万件を超え、過去最多を更新したことが

分かりました。（詳しくは、下記に表記。） 

私たちは、これらの問題を側面からサポートするため、２０２１年６月号で休刊している「親と

子を“つなぐ”フリーペーパー(フルーツ戦士・オレンジマン)」をリニューアルした「親子コミュニ

ケーション冊子」を発行し、児童育成に貢献するために、一般社団法人中部広告制作協会は、

育成サポート委員会（育成サポート推進事業実行委員会）を擁立しました。 

掲載紙面のデザインをはじめ掲載内容を検討し、より質を高め親子に役立つコミュニケーシ

ョン冊子として発行して行きます。また、幼稚園（親と子）を通じ、ワークショップや各種イベント

（オンライン開催も考慮）も開催して行きたいと考えておりますので、ご支援のほどよろしくお願

い申し上げます。 

一般社団法人中部広告制作協会（CAC） 

理事長／鯉江康平 

育成サポート推進事業実行委員会 

担当理事／安藤理恵 委員長／松本高武 

開催（発行）予定日 

２０２２年７月２２日〜８月３０日 

主催

一般社団法人中部広告制作協会 育成サポート推進事業実行委員会 

共催 

中部デザイン団体協議会、株式会社国際デザインセンター 

後援（予定） 

愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、岐阜県、岐阜県教育委員会 

三重県、三重県教育委員会 

協賛（予定） 

一般社団法人中部広告制作協会 会員各社 

公益社団法人インテリア産業協会 会員各社 

活動内容 

・B５サイズ（１２〜１６ページ）コミュニケーション冊子の発行（年４〜６回発行予定） 

・親子ワークショップ「お家でデザイン」・「ウオークラリー」・「親子料理教室」等の開催

（コロナ禍中を考慮してバーチャルでの開催準備）

・親子チャレンジ発表会の開催など

対象（予定） 

愛知県・岐阜県・三重県の幼稚園（約１２００園）の親子 

参考資料 

児童虐待には、殴る・蹴るなどの身体的虐待だけではなく、 

性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があります。 

（内閣府大臣官房政府広報室より） 

児童虐待 最多２０万件超 ネグレクト、死亡７８人 (２０２１年８月２７日発表) 
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●2021年9月14日㊋審査会・11月1日㊊次回テーマ会議・11月3日㊌表彰式・展示会
　第12回ポスターグランプリ会場／CAC Zoom会議

愛知県・岐阜県・三重県・石川県・富山県印刷工業組合、愛知県印刷協同組合の主催で第12回ポスターグランプリ作
品募集をされ、400点弱の応募がありました。
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グランプリ作品 CCDO賞作品
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●2021年10月18日㊊・11月4日㊍　18：00〜19：30　第1・2回CAC経営委員会のSDGsセミナー
会場／CAC事務局およびZoom

10月18日の第1回セミナーは、イマココラボ公認ファシリテーターの松下光幸氏をお招きしてカードゲームを使ってリ
アル＆オンラインで基本を楽しく学びました。
11月4日の第2回セミナーは、一級建築士事務所NoMaDoSのslowz事業プロデューサーの田中滉大氏をお招きし
てZoomオンラインで、マップ型サステナブルポータルアプリ「slowz」開発の発想のきっかけや今後の展開などをお
話いただきました。
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●2021年11月12日㊎　CAC主催／第10回記念中部地区クリエイター交流ゴルフ会
会場／東名古屋カントリークラブ 東コース

秋晴れの好天の中で第10回記念の中部地区クリエイター交流ゴルフ会が15名5組の参加で開催されました。
早朝の雨のためグリーン状態は早くて良かったのですが、ピンの位置が難しく皆様たいへん苦労されたようです。
青天井のダブルペリア方式で見事に優勝されたのは、グロスでもトップだった服部正さんです。そして、第10回記念の
ビッグ賞品は、ジャンケンポン大会で勝ち進んだ馬場秀樹さんがゲットされました。
参加者15名のお名前（敬称略）は、成績順に「服部正、和田健志、佐波敬司、馬場秀樹、村田正男、澤田匡希、中田雅
文、鯉江康平、武井正、和田眞爾、土岐高廣、二之湯弘一、川松龍也、大宮正紀、肝付隆夫」でした。
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●2021年12月10日㊎　CAC賛助会員委員会主催の忘年会
会場／今池・ふく料理の博多

二年ぶりのCAC賛助会員委員会主催による忘年会がリアルに開催されました。
司会の中田さんのご発声で始まり、理事長挨拶後、㈱アドパブリシティの新社長・安藤剛さんにご挨拶をいただきまし
た。挨拶後、会長に就任しましたCAC名誉顧問の安藤禮市さんのご挨拶と乾杯の音頭でにぎやかや宴になりました
参加者16名のお名前（敬称略）は、安藤禮市、鯉江康平、中田雅文、澤田匡希、安藤剛、松下敦士、大屋慶太、山崎
宏、安藤誠一郎、佐藤宏、安藤理恵、二之湯弘一、丹羽学、堀正清、堀江滋生、早川漢でした。
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●2022年1月14日㊎　CAC賛助会員委員会主催の新年互礼会
会場／CAC Zoom

二年ぶりのCAC賛助会員委員会主催による新年互礼会はリアル開催を中止してZOOMのみの開催になりました。
中田さんのご発声で始まり、理事長挨拶後、参加された会員社の皆様から今年を豊富を語っていただきました。

●CAC事務局月信　──バックナンバーは、https://www.chubu-ac.com/backnumber/──
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■ 2020-21年度各委員会事業報告

○経営委員会
SDGsを知るビジネスに活かすセミナー開催
第１回セミナー：カードゲームで学ぶSDGsの世界
2021年10月18日（月）18：00〜　zoomオンライン開催
第2回セミナー：サステナビリティを自分ごとに転換する仕組みslowz
2021年11月4日（木）18：00〜　zoomオンライン開催

○会員増強委員会
2021年度新規会員（4社）
株式会社SNAPSHOT　　　 　CAC担当者／川端　駿介（2021年4月1日入会）
あした・プランニング株式会社 CAC担当者／川松　龍也（2021年4月1日入会）
株式会社テイク　　 　　　　　CAC担当者／武井　　正（2021年4月1日入会）
株式会社たきコーポレーション CAC担当者／西脇　康雄（2021年4月1日入会）

○クリエイティブ委員会
新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動ができなかった。

○広報交流委員会
2021年6月11日㊎：第9回CAC中部地区クリエイター交流ゴルフ会
2021年11月12日㊎：第10回記念中部地区クリエイター交流ゴルフ会
マンスリーレポート発刊
デザインの力で少しでも社会に、子どもたちに元気を届ける「おウチでデザイン！」
動画制作〜YouTube配信。

○育成サポート委員会
2021年9月2日㊍　18：00〜19：30　第2回CAC育成サポート委員会Zoom会議

○ビジネスデザインEXPO実行委員会
2021年7月9日㊎：CAC ビジネスデザインエキスポ2021 Vol.1 交流発表会開催
2021年7月7日㊌〜12日㊊：CAC ビジネスデザインエキスポ 2021 Vol.1ギャラリー展開催

○ 賛助会員委員会
2021年12月10日㊎：賛助会員委員会主催忘年会開催
2022年1月14日㊎　CAC賛助会員委員会主催の新年互礼会
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■ 第１号議案　第5期（2020-21年度）　決算報告

活動計算書

2021年4⽉1⽇から2022年3⽉31⽇まで

科⽬

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 998,000
個⼈会員受取会費 36,000
賛助会員受取会費 400,000 1,434,000

２．事業収益
研修事業費 0
交流事業費 54,000
広報事業費 90,000
総会事業費 0 144,000

3．補助⾦
地域商業活動活性化事業（昨年度分を含む） 458,000 458,000

4．雑収⼊
受取利息 3 3

経常収益計 2,036,003

Ⅱ 経常費⽤

１．事業費

研修事業費 68,472
交流事業費 1,020,708
広報事業費 0
総会事業費 344,940
他団体交流費 0 1,434,120

2．管理費
事務局費 198,680
サイト管理費（ドメイン・サーバー含む） 341,000
緒会費 154,000
会議費 39,600
租税公課 21,000
通信運搬費 8,400
⽀払⼿数料 2,904 765,584

経常費⽤計 2,199,704

当期正味財産増減額 △ 163,701

⾦額(円）

⼀般社団法⼈ 中部広告制作協会
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貸借対照表

2022年3⽉31⽇現在

科⽬

Ⅰ 資産の部

流動資産

現⾦ 51,407
預⾦ 632,343

固定資産 0 0

資産 合計 683,750

資産 合計 683,750

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払⾦ 721,600 721,600

固定負債 0 0

負債 合計 721,600

Ⅲ 正味財産の部

繰越正味財産 125,851
当期正味財産増減額 △ 163,701 △ 37,850

正味財産 合計 △ 37,850

負債及び正味財産 合計 683,750

⼀般社団法⼈ 中部広告制作協会

⾦額(円）



26

注記
2021年4⽉1⽇から2022年3⽉31⽇まで

Ⅰ 経常収益
１．受取会費 1,434,000 3．事業収益 144,000

正会員受取会費 998,000 研修事業収益 0
⼀括納⼊ 980,000 0

分割納⼊ 18,000 交流事業収益 54,000
交流ゴルフコンペ 54,000

個⼈会員受取会費 36,000
⼀括納⼊ 36,000 広報事業収益 90,000

WEBサイト広告料 90,000

賛助会員受取会費 400,000
⼀括納⼊ 400,000 総会事業収益 0

定時総会懇親会会費・祝儀 0

2．補助⾦ 458,000 4．雑収⼊ 3
地域商業活動活性化事業 補助⾦ 458,000 受取利息 3

Ⅱ 経常費⽤
１．事業費 1,434,120 ２．管理費 765,584

研修事業費 68,472  諸会費 154,000
経営委員会SDGs研修会 68,472 愛知広告協会 54,000

中部デザイン団体協議会 100,000

 会議費 39,600
交流事業費 1,020,708 zoom費⽤（前年度分） 39,600

交流ゴルフコンペ（第9回） 69,148

交流ゴルフコンペ（第10回） 120,400  事務局費 198,680
ビジネスデザインEXPO 831,160 事務諸費⽤ 680

事務局費（前年度分） 198,000

総会事業費 344,940  通信運搬費 8,400
定時総会・懇親会 344,940  租税公課（法⼈税） 21,000

 ⽀払⼿数料 2,904
 サイト管理費（前年度分） 341,000

Ⅲ 資産 Ⅳ 負債
１．未収⾦ 0 １．未払⾦ 721,600

事務局費 198,000

WEBサイト管理料 341,000

EXPOサイト費用 143,000

zoom利用料 39,600

⼀般社団法⼈ 中部広告制作協会
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事業収⽀明細

2021年4⽉1⽇から2022年3⽉31⽇まで

事業名 第第６６回回総総会会 ■　収入　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

年月日 2021年6月4日㊎ 総会予算 344,940

場所 アパホテル名古屋錦エクセレント 334444,,994400
■　支出　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

資料印刷費 374 50 18,700 藤成印刷

備考 資料製作費 5,500 28 154,000 ジャナク

資料封筒代 154 50 7,700 ジャナク

A4フライヤー製作費 5,500 ジャナク

Zoomライブ配信費 33,000 ジャナク

手土産 59,440 松坂屋

会場費 66,600 NKP

334444,,994400

00

事業名 第第９９回回ククリリエエイイタターー交交流流ゴゴルルフフ ■　収入　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

年月日 2021年6月11日㊎ 参加費 2,000 13 26,000

場所 東名古屋カントリークラブ 西コース CAC広報交流予算 43,148

6699,,114488
■　支出　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

備考 フライヤー・組合表制作 11,000 ジャナク

ドラコン・ニアピン旗 2,200 ジャナク

お土産 1,996 13 25,948 アンビバリッド

商品代 30,000 大丸松坂屋

6699,,114488

00

事業名 ビビジジネネススデデザザイインンEEXXPPOO ■　収入　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

年月日 2021年7月7日㊌〜12日㊊ ギャラリー出店料 1,000 37 37,000 現金・振込

場所 国際デザインセンター4F・デザインギャラリー 広告協賛費 10,000 3 30,000

広告協賛費 5,000 7 35,000

年月日 2021年7月9日㊎ 広告協賛費 47,000 1 47,000 宣伝会議より。バナー代含む

場所 NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE 交流会参加費 2,000 25 50,000

補助金 264,000

ビジネスデザインEXPO予算 368,160

883311,,116600
■　支出　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

サイト費用（サーバー・ドメイン） 143,000 ジャナク

サイト更新費用（3回分） 31,350 くむ

飲食費 51,900 シーザースキッチン

会場設置・撤去 305,910 セントラル画材

感染対策費 55,000 セントラル画材

ビデオ撮影・編集 55,000 ジャナク

報告書制作・封筒等 33,000 ジャナク

選考委員車代 5,000 7 35,000

チラシ・ポスター・メルマガ 121,000 シンクス

883311,,116600

00

事業名 経経営営委委員員会会ののSSDDGGssセセミミナナーー ■　収入　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

年月日 2021年10月18日㊊・11月4日㊍ CAC経営委員会予算 68,472

場所 zoom,JANAC会議室 6688,,447722

■　支出　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

備考 チラシ制作 5,500 山崎デザイン

講師費用 40,000 ノマド、松下

ケータリング 972 ファミリーマート

配信費用 22,000 ジャナク

6688,,447722

00

事業名 第第１１００回回ククリリエエイイタターー交交流流ゴゴルルフフ ■　収入　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

年月日 2021年11月12日㊎ 参加費 2,000 14 28,000

場所 東名古屋カントリークラブ 西コース CAC広報交流予算 92,400

112200,,440000
■　支出　　　　摘要 単価 数量 金額 備考

備考 フライヤー・ドラコン・ニアピン旗など 29,700 ジャナク

お土産 27,700 ウィル

10回記念商品 33,000 楽天本舗

商品代 30,000 大丸松坂屋

112200,,440000

00

⼀般社団法⼈ 中部広告制作協会

収支

合計

合計

合計

合計

収支

合計

合計

収支

合計

合計

収支

合計

合計

収支
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監査報告書

2022（令和4）年5月25日

一般社団法人 中部広告制作協会
理事長　鯉江康平 殿

一般社団法人 中部広告制作協会
監事　澤田 匡希　 　㊞

私こと監事・澤田匡希は、一般社団法人中部広告制作協会の2021年4月1日から2022年3月31
日までの2021-22年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査方法の概要

1） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて
 計算書類の正確性を検討しました。

2） 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧な
 ど必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

1. 監査意見

1） 収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく

　 示していると認めます。

2） 事業報告の内容は正しく記載されていると認めます。

3） 理事の職務執行に関する不正の行為又は、法令もしくは定款に違反する重大な事実は
 ないと認めます。

以上
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第2号議案
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第２号議案　新旧理事・役員の紹介及び承認

■ 2020年4月1日〜2022年3月31日／理事・監事・役員・委員長
2020年4月1日〜2022年3月31日任期の理事・監事・役員・委員長の皆様お疲れ様でした。

■ 理事・監事選挙管理委員長選挙開票結果の発表　
2022年4月8日〜4月15日まで受付した理事・監事の自薦・他薦の投票結果は以下の通りです。
理事＝自薦ゼロ・他薦1通、監事＝自薦・他薦ゼロ通。他薦にて指名された方 を々下記の通り任命したいと思います。

■ 2022年4月1日〜2024年3月31日／理事・副理事・監事・役員の紹介および承認
2022年4月1日〜2024年3月31日任期の新理事・副理事・監事・役員をご紹介します。

■ 第1回理事会の開催　理事長、副理事長選任
理事の互選により、理事長／広瀬達也（新任）、副理事長／佐波敬司（留任）に決まりましたので、ご報告します。

2020年4月1日〜2022年3月31日

役職名 会社名 担当者 E-mail

理事長 ジャナク株式会社 鯉江　康平 koie@janac.co.jp

副理事長 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

理事 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

理事 株式会社エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

理事 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com

理事 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp

理事 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

理事 株式会社くむ 向井真人 mukai@qumu.co.jp

監事 株式会社丸由製作所 澤田匡希 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

事務局長 ジャナク株式会社 高橋　和代 takahashi@janac.co.jp

名誉顧問 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp

顧問 CDA理事長 森本　健 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

2022年4月1日〜2024年3月31日

役職名 会社名 担当者 E-mail

理事（留任） 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

理事（留任） 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

理事（留任） 株式会社エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

理事（留任） 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com

理事（留任） 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp

理事（留任） 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

理事（留任） 株式会社くむ 向井真人 mukai@qumu.co.jp

理事（新任） 株式会社インパクトたき 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp

理事（新任） 株式会社山崎デザイン事務所 山崎　宏 h-yamasaki@yd-c.com

監事（新任） 株式会社アルゴ 堀江　滋生 shigeo@argo-corp.net

事務局長（留任） ジャナク株式会社 高橋　和代 takahashi@janac.co.jp

名誉顧問（留任） 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp

名誉理事（新任） ジャナク株式会社 鯉江　康平

顧問（留任） CDA理事長 森本　健 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

2020年4月1日〜2022年3月31日

役職名 会社名 担当者 E-mail

理事長 ジャナク株式会社 鯉江　康平 koie@janac.co.jp

副理事長 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

理事 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

理事 株式会社エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

理事 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com

理事 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp

理事 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

理事 株式会社くむ 向井真人 mukai@qumu.co.jp

監事 株式会社丸由製作所 澤田匡希 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

事務局長 ジャナク株式会社 高橋　和代 takahashi@janac.co.jp

名誉顧問 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp

顧問 中部デザイン団体協議会　事務局長 森本　健 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

2022年4月1日〜2024年3月31日

役職名 会社名 担当者 E-mail

理事（留任） 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

理事（留任） 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

理事（留任） 株式会社エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

理事（留任） 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com

理事（留任） 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp

理事（留任） 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

理事（留任） 株式会社くむ 向井　真人 mukai@qumu.co.jp

理事（新任） 株式会社たきコーポレーション 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp

理事（新任） 株式会社山崎デザイン事務所 山崎　宏 h-yamasaki@yd-c.com

監事（新任） 株式会社アルゴ 堀江　滋生 shigeo@argo-corp.net

事務局長（留任） ジャナク株式会社 高橋　和代 takahashi@janac.co.jp

名誉顧問（留任） 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp

名誉理事（新任） ジャナク株式会社 鯉江　康平

顧問（留任） 中部デザイン団体協議会　事務局長 森本　健 kenmori@mti.biglobe.ne.jp
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第3号議案
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■ 第3号議案　 2022-23年度　委員会および担当理事・正副委員長・委員の紹介

上記委員会表は理事会にて割り振りをせていただいたものですが、各委員会事業計画をご検討の上、
配属転換希望や表示訂正などがございましたら事務局までお知らせください。
※修正・訂正後の最終版は、CACホームページに掲載させていただきます。

2022年度委員会名簿 2022.04現在

○印=新任

担当理事・正副委員会会議議長 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

担当理事 エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

委員長　○ 株式会社山崎デザイン事務所 山崎　宏 h-yamasaki@yd-c.com

副委員長○ 株式会社イチマルイチ 丹羽　学 niwa@101maru.com

株式会社アドパブリシティ 安藤　剛 ando@adpub.co.jp

○ あした・プランニング株式会社 川松　龍也 kawamatsu@ashita-planning.asia

担当理事 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

委員長 株式会社ループ 堀　正清 hori@loop-inc.net

副委員長○ 株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二 kameoka@micg.co.jp

株式会社永昌堂印刷　名古屋支店 松浦敏行 matsuura_ns@eishodo.biz

○ 株式会社SNAPSHOT 平野　祥史 hirano@snapshot.co.jp

担当理事 株式会社広瀬企画 広瀬達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

委員長　○ 株式会社たきコーポレーション 西脇康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp

副委員長○ Earth 清水夏樹 n.shimizu900ss@gmail.com

株式会社みどり 瀬古晋之祐 t_sseko@midori-na.co.jp

株式会社伊藤美藝社製版所 伊藤公一 info@bigei.co.jp

担当理事 株式会社オーディーエフ 大宮正紀 omyx@odfjapan.com

委員長 株式会社アルゴ 堀江滋生 shigeo@argo-corp.net

副委員長 株式会社ブレスト 澤野幸司 sawano@bresto.co.jp

藤成印刷株式会社 大島健太郎 oshima@fujinari.jp

株式会社丸由製作所 澤田匡希 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

委員長 セントラル画材株式会社 中田雅文 nakata@central-gazai.co.jp

副委員長 株式会社Too名古屋支店 岡本 忠 a-okamo@too.co.jp

広告デザイン専門学校 安藤誠一郎 koude@kdps.ac.jp

株式会社モリサワ 橿本浩貴 hkashimoto@morisawa.co.jp

名古屋学芸大学 榎 隆浩 enoki@nuas.ac.jp

富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

奥山正樹 masaki.okuyama.gv@fujifilm.com

株式会社ビーハーフ 二之湯弘一 ninoyu@behalf.jp

担当理事 株式会社スタジオ・ワーク 安藤理恵 rie@studiowork.co.jp

委員長 マツモト印刷株式会社 松本高武 takamu@printing.co.jp

副委員長 広告デザイン専門学校 安藤誠一郎 koude@kdps.ac.jp

リンコムアソシエーツ有限会社 岡田　弘明 okada@lincom.co.jp

○ 株式会社 テイク 武井　正 t.takei@teiku.com

担当理事 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波敬司 saba@thinks-net.com

委員長○ 株式会社くむ 向井真人 mukai@qumu.co.jp

副委員長○ 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

マグマ株式会社 中野則秀 nakano@magma-inc.com

株式会社Too名古屋支店 岡本 忠 y.maezawa@too.co.jp

セントラル画材株式会社 中田雅文 nakata@central-gazai.co.jp

株式会社アルゴ 堀江滋生 shigeo@argo-corp.net

育成サポート委員会

経営委員会

会員増強委員会

ビジネスデザイン
EXPO実行委員会

クリエイティブ委員会

広報交流委員会

賛助会員委員会
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■ 2022-23年度事業計画（案）

○全体計画（案）
今年度は役員人事改選期となり、新しい人事体制のもと、各委員会の活動計画をふまえさらなる協会発展のために、
今後のビジョンや方向性を会員間で共有する1年とします。
また、会員企業間の交流はもとより、会員企業の社員の皆様との交流機会を増やすことで、より一層の結束と活性化を
図ります。具体的な各委員会活動の内容は、この後、各委員長より発表いたします。

●2022-23年度 各委員会の事業計画（案）

○経営委員会

補助金・助成金などの申請方法を中心に、広告・デザイン・Web制作業界の様々な経営課題に関するセ

ミナー、勉強会を開催する。また、テーマを決め、経営者の相談会的な軽い交流の機会づくりを進める。

○ 会員増強委員会

次世代を担う若いクリエイター、新しい企業を勧誘対象に正会員・個人会員の増強を図る。

○ クリエイティブ委員会

CAC会員内の若手スタッフや学生のクリエイティブ力向上、外部へのCACアピール推進を目的とし、

「学生」×「プロ」×「企業」のソーシャルグットコンテストプロジェクトを計画する。

○ 広報交流委員会

1）春・秋の交流ゴルフ会をはじめとし、会員交流の機会を創出する。

2）会員交流のみならず、学生・関係団体、関連企業スタッフとの交流機会を創出する。

3）同好会の活発な活動を事務局と共にサポートする。

○ 育成サポート委員会

「親子コミュニケーション冊子」運営経費のスポンサー獲得についてなど、育成サポート委員会の基本

的な活動内容を再検討する。

○ ビジネスデザインEXPO実行委員会

現ビジネスデザインEXPO　Web Siteの国際デザインセンターへの移管や第2回の開催など今後

の運営方針について検討する。

○ 賛助会員委員会

1） 当協会の発展に寄与する要望・意見を収集し、担当理事・正副委員長会議に提言する。

2) 新年互礼会の開催など、会員の交流及び協働事業を積極的に創出する。
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 ■ 2022-23年度　事業予算（案）■ 第3号議案　2022-23年度事業予算（案）

■収入の部

項　目 摘　要 金　額

会費正会員 26社×35,000円 ¥910,000

会費個人会員 2名×12,000円 ¥24,000

会費賛助会員 8社×50,000円 ¥400,000

広告掲載費 CACサイト／バナー広告費　3社×30,000円 ¥90,000

懇親会費 定時総会・お別れ会　85名×6,000円 ¥510,000

懇親会費 賛助会員委員会・新年互礼会　30名×10,000円 ¥300,000

イベント費 その他同好会・交流会参加費 ¥50,000

協賛費 セミナー収益及びイベント協賛費 ¥100,000

前年度繰越金 ¥683,750

合計 ¥3,067,750

■支出の部

項　目 摘　要 金　額

諸会費 CCDO中部デザイン団体協議会 ¥100,000

諸会費 一般社団法人愛知広告協会 ¥54,000

事業活動費 各委員会活動費 ¥400,000

事業活動費 賛助会員委員会・新年互礼会 ¥400,000

運営費 定時総会・お別れ会（資料・会場費・その他） ¥850,000

運営費 ビジネスデザインEXPOサーバ・SSL認証費（21年度未払分支払） ¥143,000

運営費 事務局運営費（21年度未払分支払） ¥198,000

運営費 事務局経費（通信費・事務用品・送金手数料・慶弔費など） ¥50,000

運営費 CACサイト・サーバ費及び運営・管理費（21年度未払分支払） ¥341,000

会議費 Zoomアカウント費（21年度未払分支払） ¥39,600

租税公課 法人事業税 ¥21,000

予備費 ¥100,000

次年度繰越金 ¥371,150

合計 ¥3,067,750

次期2023年度改定費用 2021年度 2022年度

運営費 ビジネスデザインEXPO専用サーバ・SSL認証費 ¥143,000 ¥132,000

運営費 事務局運営費 ¥198,000 ¥132,000

運営費 CACサイト・サーバ費及び運営・管理費 ¥341,000 ¥264,000

通信費 Zoomアカウント費 ¥39,600 ¥26,400

合計 ¥721,600 ¥554,400

削減額 ¥167,200
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■ 2022年4月1日現在の会員数報告2022年4月1日現在の会員報告

■正会員（50音順）26社

あ 株式会社アドパブリシティ 安藤　剛 ando@adpub.co.jp

あ 株式会社アルゴ 堀江　滋生 shigeo@argo-corp.net

あ あした・プランニング株式会社 川松　龍也 kawamatsu@ashita-planning.asia

い 株式会社たきコーポレーション 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp

い 株式会社イチマルイチ 丹羽　学 niwa@101maru.com

い 株式会社伊藤美藝社製版所 伊藤　公一 info@bigei.co.jp

え 株式会社エルコンパス 奥　一郎 oku@elcompas.co.jp

え 株式会社永昌堂印刷　名古屋支店 松浦　敏行 matsuura_ns@eishodo.biz

え 株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二 kameoka@micg.co.jp

お 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com

く 株式会社くむ 向井　真人 mukai@qumu.co.jp

し 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com

し ジャナク株式会社 高橋　和代 takahashi@janac.co.jp

す 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp

す 株式会社SNAPSHOT 平野　祥史 hirano@snapshot.co.jp

て 株式会社 テイク 武井　正 t.takei@teiku.com

ひ 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp

ふ 株式会社ブレスト 澤野　幸司 sawano@bresto.co.jp

ふ 藤成印刷株式会社 大島　健太郎 oshima@fujinari.jp

ま マツモト印刷株式会社 松本　高武 takamu@printing.co.jp

ま マグマ株式会社 中野　則秀 nakano@magma-inc.com

み 株式会社みどり 瀬古　晋之祐 t_sseko@midori-na.co.jp

や 株式会社山崎デザイン事務所 山崎　宏 h-yamasaki@yd-c.com

り リンコムアソシエーツ有限会社 岡田　弘明 okada@lincom.co.jp

る 株式会社ルース 佐藤　宏 sato@luz-inc.co.jp

る 株式会社ループ 堀　正清 hori@loop-inc.net

■個人会員（50音順）2名

あ Earth 清水　夏樹 n.shimizu900ss@gmail.com

ま 株式会社丸由製作所 澤田　匡希 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

■賛助会員（50音順）8社・校

と 株式会社Too名古屋支店 岡本 忠 a-okamo@too.co.jp

な 名古屋学芸大学 寺澤　龍明 ttera@nuas.ac.jp

こ 広告デザイン専門学校 安藤　誠一郎 koude@kdps.ac.jp

せ セントラル画材株式会社 中田　雅文 nakata@central-gazai.co.jp

ひ 株式会社ビーハーフ 二之湯弘一 ninoyu@behalf.jp

ふ 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 奥山　正樹 masaki.okuyama.gv@fujifilm.com

も 株式会社モリサワ 橿本　浩貴 hkashimoto@morisawa.co.jp

■顧問（50音順）2名

あ 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp

中部デザイン団体協議会　事務局長 森本　健 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

■協力会社

株式会社宣伝会議 田川　雅大 mshr12-tagawa@sendenkaigi.co.jp

一般社団法人愛知広告協会 事務局 info@aichi-ad.or.jp
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一般社団法人 中部広告制作協会




