
報告事項　1.平成30年度事業概況報告の件

互助費報告
見舞金　平成30年　４件

弔慰金　平成30年　６件

本協会関係
平成２９年度第１２回理事会　平成３０年度予算承認の件
　①　と　き　　平成３０年４月９日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・須佐美代子・佐藤力
　　　　　　　　永山英子・橋本良子・今泉富子・土屋郁子・渡邉由美・委任状/加藤恵子

平成２９年度第３回監査会　平成２９年１２月から平成３０年３月までの監査
　①　と　き　　平成３０年４月１３日　　
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　橋本良子・今泉富子・芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子

第３回通常総会　報告事項：平成２９年度事業概況・平成３０年度事業計画案・平成３０年度予算案
　　　　　　　　決議事項：平成２９年度決算承認
　①　と　き　　平成３０年５月７日　　　　
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　出席者２５名・委任状１０５名

郡山美容協会バスツアー
　①　と　き　　平成３０年６月２５日
　②　ところ　　山形県（さくらんぼ狩りとコストコお買物ツアー）
　③　出席者　　３４名

平成３０年度第１回理事会　定款の見直しについて
　①　と　き　　平成３０年７月１２日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・須佐美代子・加藤恵子
　　　　　　　　佐藤力・永山英子・橋本良子・今泉富子

TMC社会保険労務士研修会
　①　と　き　　平成３０年７月３０日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　１６名

自平成３０年４月１日　至平成３１年３月３１日
平成３０年４月　１日現在社員数　１４４名
平成３１年３月３１日現在社員数　１４１名



平成３０年度第１回監査会　平成３０年４月から平成３０年７月までの監査
　①　と　き　　平成３０年８月３１日　　
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　橋本良子・今泉富子・芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子

ポーセラーツ講習会
　①　と　き　　平成３０年１０月１５日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　２４名・講師 アトリエかもみいる 大内三都子氏

平成３０年度第２回理事会　定款の見直しについて
　①　と　き　　平成３０年１０月３０日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・須佐美代子・加藤恵子
　　　　　　　　佐藤力・永山英子・今泉富子・欠席/橋本良子

華の会　紅葉会
　①　と　き　　平成３０年１１月２６日
　②　ところ　　健康温泉水林亭
　③　出席者　　芝暢子

平成３０年度第２回監査会　平成３０年８月から平成３０年１１月までの監査
　①　と　き　　平成３０年１２月１７日　　
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　橋本良子・今泉富子・芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子

平成３０年度第３回理事会　来年度の予定について
　①　と　き　　平成３１年１月１５日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・須佐美代子・加藤恵子
　　　　　　　　佐藤力・永山英子・橋本良子・今泉富子・土屋郁子・渡邉由美

新春のつどい
　①　と　き　　平成３１年１月２８日
　②　ところ　　ベルヴィ郡山館「オーク」
　③　出席者　　会員３６名　来賓３２名　　

平成３０年度第４回理事会　来年度の予定について
　①　と　き　　平成３１年２月１５日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・加藤恵子・佐藤力
　　　　　　　　永山英子・橋本良子・今泉富子・佐藤知子・渡邉由美・委任状/須佐美代子

第６回『Ｃｏｍｆｏｒｔ』申請者面接
　①　と　き　　平成３１年２月２５日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　受検者１名／面接官／遠藤浩美・小野寺広美

平成３０年度第５回理事会　来年度の予定について
　①　と　き　　平成３１年３月１５日
　②　ところ　　郡山ヘアメイクカレッジ
　③　出席者　　芝暢子・野内ノリ子・金山美弥子・小野寺広美・遠藤浩美・須佐美代子・加藤恵子
　　　　　　　　永山英子・橋本良子・今泉富子・欠席/佐藤力



郡山ヘアメイクカレッジ関係
平成30年
　４月　４日　　学生技術大会東北地区大会実行委員会 仙台ガーデンパレス
　　　　９日　　平成３０年度昼間課程・通信課程入学式 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　２年生始業式 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１０日　　１年生オリエンテーション　 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１４日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２０日　　東北地区理容美容学校連絡協議会役員会 仙台ガーデンパレス
　　24・25日　　２年生就職ガイダンス 郡山ヘアメイクカレッジ
　５月　８日　　第３８回美容師国家試験願書指導受付　　　　　　　　　　　　　　　郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１２日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１７日　　１年生胸部レントゲン 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１８日　　福島県理容美容学校連盟定期総会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２２日　　東北地区理容美容学校連絡協議会通常総会 仙台ガーデンパレス
　　　２３日　　１年生校外学習 栃木県那須
　　23～25日　　２年生技術研修旅行 東京方面
　  　２９日　　学生技術大会東北地区大会実行委員会 仙台ガーデンパレス
　  　３０日　　１・２年合同セイファートCity&Guilds講習 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　(一社)福島県専修学校各種学校連合会定時総会　　　　　　郡山ビューホテルアネックス

  ６月  ６日　　福島県立磐城農業高校学校見学会 郡山ヘアメイクカレッジ
  　　  ８日　　ヘアカレカップ球技大会 安積総合学習センター
　　  １６日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　  １８日　　２年生授業参観 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２１日　　(公社)日本理容美容教育センター社員総会 教育センター
　　　２２日　　算定基礎届等事務講習会 ビッグパレットふくしま
　　  ２６日　　２年生就職ガイダンス 郡山ヘアメイクカレッジ
　  　　　　　　学生技術大会東北地区大会実行委員会 仙台ガーデンパレス
　　  ２８日　　花嫁展示 郡山ヘアメイクカレッジ
　７月3～5日　　第１学期期末試験　 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　７日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　９日　　福島県理容美容学校連盟学生技術大会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１３日　　成績調査会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２０日　　第１学期終業式 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２１日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２３日　　国家試験実技審査打合せ 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　      　　ふくしま職業体験フェア出前講座実行委員会 ビッグパレットふくしま
　　26・27日　　１・２年合同技術研修 山形県天童市
　　　２７日　　東北学生技術大会 山形県総合運動公園べにばなｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ
  30～8月8日　　通信課程16・17・18期生スクーリング　　 郡山ヘアメイクカレッジ
　８月　１日　　第３８回美容師国家試験（実技） 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　7～9日　　まつげエクステ講師養成講習 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
　　　１１日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２１日　　第２学期始業式・避難訓練 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２４日　　日韓美容学生交流会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　３０日　　ヘアカレカップ技術コンテスト 郡山ヘアメイクカレッジ
　９月　１日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　２日　　第３８回美容師国家試験（筆記） 仙台
　　　　６日　　日和田中学校職場体験訪問 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１０日　　SPC STYLING COLLECTION 2018 東関東大会 ビッグパレットふくしま
　　　１４日　　専各連東北ブロック秋田大会 秋田
　　　１７日　　ヘアカレ祭 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｓｈｏｗ２０１８郡山ヘアメイクカレッジ
　　  １８日　　１・２年生就職ガイダンス 郡山ヘアメイクカレッジ
 26～10月7日　　２年実務実習（１０日間）　　 各店舗
 30～10月1日　　東北地区理容美容学校教職員研修会 宮城
１０月3～7日　　１年実務実習（５日間） 各店舗
　　　　７日　　日本エステティック協会認定試験 仙台
　　　１０日　　平成３１年度昼間・通信第一期入学試験 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１７日　　日本学生支援機構奨金業務研修会 パレスへいあん 仙台
　　　１８日　　理容修得者課程(通信課程）入校式 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２３日　　第６８回芸術祭全国大会 舞浜
　　　２４日　　２年生ボランティア活動 光の森の丘
　　　　　　　　ヘアケアマイスター試験 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２６日　　郡山第七中学校職場体験訪問 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　メイクアップ３級検定 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２９日　　ヘアカレカップボウリング大会 ﾀｲﾄｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨｰ郡山
　　　３０日　　消防設備点検 郡山ヘアメイクカレッジ
30～11月13日　　保健教員資格認定研修会　 教育センター
　　　３１日　　平成３１年度昼間・通信第二期入学試験 郡山ヘアメイクカレッジ



 １１月　9日　　福島県理容美容学校連盟ネットワーク大会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　東北地区理容美容学校連絡協議会役員会 ホテルメトロポリタン仙台
　　　１２日　　第３９回美容師国家試験願書指導受付 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　国家試験研修会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１４日　　１年生授業参観 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１６日　　(一社)福島県専修学校各種学校連合会教職員研修会ビッグパレットふくしま
　　　１７日　　平成３０年度厚生労働大臣表彰受賞式典 岡山県
　　　１８日　　第１０回全国理容美容学生技術大会 岡山県
　　　２１日　　平成３１年度昼間・通信第三期入学試験 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２２日　　エステ部会 仙台ガーデンパレス
　　　２４日　　メイクアップ２級検定 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２６日　　平成３０年度第１回学校関係者評価委員会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　      　　平成３０年度第１回教育課程編成委員会 郡山ヘアメイクカレッジ
26～12月11日　　美容技術理論・美容実習教員資格認定研修会　 教育センター
　　　２９日　　第４４回福島県私学振興大会 ビッグパレットふくしま
１２月4～6日　　第２学期期末試験 郡山ヘアメイクカレッジ
　　10～14日　　通信課程１６期実技強化スクーリング 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１４日　　成績調査会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　18～20日　　理容修得者課程（通信）スクーリング 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２１日　　第２学期終業式 郡山ヘアメイクカレッジ
平成31年
　１月　９日　　第３学期始業式 郡山ヘアメイクカレッジ
 　 17～29日　　通信課程１６期実技強化スクーリング 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２１日　　国家試験実技審査打合せ 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２４日　　２年生卒業試験（実技） 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　エステ部会 仙台ガーデンパレス
　２月1～2日　　第３９回美容師国家試験（実技） 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　６日　　日本学生支援機構奨学業務連絡協議会 アパホテル仙台駅北
　　13～15日　　１年生進級試験（実技・筆記） 郡山ヘアメイクカレッジ
　　14・15日　　２年生卒業試験（筆記） 郡山ヘアメイクカレッジ
 　 18～22日　　通信課程１６期筆記強化スクーリング 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１９日　　東北地区理容美容学校連絡協議会臨時役員会 仙台ガーデンパレス
　　　２２日　　成績調査会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２６日　　学生技術大会東北地区大会実行委員会 仙台ガーデンパレス
　３月　３日　　第３９回美容師国家試験（筆記） 仙台
　　　　８日　　平成３０年度昼間修了式 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　９日　　平成３１年度入学生招集日 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１１日　　平成２９年度昼間生卒業式 郡山ビューホテルアネックス
　　　　　　　　通信課程１６期生卒業式 郡山ビューホテルアネックス
　　13～17日　　１年生実務実習（５日間） 各店舗
　　13～22日　　通信課程１７・１８期生スクーリング（７日間） 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　理容修得者課程（通信）スクーリング 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　１４日　　顔合わせ会 比内やサスケ安積町店
　　　２０日　　日本学生支援機構奨学金採用・返還誓約書業務等研修会 パレスへいあん 仙台
　　　２３日　　体験入学 郡山ヘアメイクカレッジ
　　23・24日　　中テレ祭り２０１９ヘアアレンジブース参加 ビッグパレットふくしま
　　　２５日　　平成３０年度第２回学校関係者評価委員会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　　　　　　平成３０年度第２回教育課程編成委員会 郡山ヘアメイクカレッジ
　　　２６日　　エステティック講習会 仙台理容美容専門学校
　　　２９日　　日本ヘアケアマイスター認定インストラクター勉強会 台東区民会館



報告事項　2.平成31年・令和元年度事業計画案の件

一般社団法人郡山美容協会 郡山ヘアメイクカレッジ

　１．従業員の教育、会員増強推進事業 　　　１．建学の精神『創造・挑戦・探究』

　２．従業員雇用の安定推進事業 　　　２．美容業界で活躍できる人材の育成

　３．協会社員の為の商品、材料等の斡旋事業 　　　３．トータルコーディネート教育

　４．協会社員相互の親睦事業 　　　４．コミュニケーション教育

　５．地域社会への貢献事業 　　　５．国際化育成の教育

　６．学生確保の為の広報活動、夢をもって入学

　　　してもらえる学校創り

事　業　名 開催予定日

定時社員総会 ５月１３日

名刺作成 通年

定期配付物 通年

協会力アップ 通年

講習会 ７月

業務用品販売 通年

美容雑誌販売 通年

衛生管理 通年

自動販売機の設置 通年

「美」103・104号発行 ８月・２月

新春のつどい １月

献　血 ６月

事業目的 内　　　　　容

H30年度決算承認及び事業概況報告
H31年・R元年度事業計画案事業計画
予算案報告

議案書作成･総会直前理事会実施・
定時社員総会・表彰式

知名度アップ 理事の名刺作成

公衆衛生及び社員の福利厚生 配付文書作成・社員への個別送付

社員店舗の従業員確保・協会の強化
活性

郡山ヘアメイクカレッジ卒業生の人
材管理・社員増強の為の宣伝広告

美容技術やそれ以外の分野の視野を
広げる

営業に役立つ講習会を開催

協会社員特別価格にて商品提供 業務用品の販売

協会社員特別価格にて書籍提供 定期購読・美容雑誌の販売

店舗の衛生管理 店舗掃除その他衛生に関わる販売

協会事業に賛同し活動にご協力を頂く 協会に関わる企業、店舗への設置

協会及び学校の情報を詳しく知っても
らう

社員に向けて情報を伝える機関紙
「美」を発行

社員相互の親睦をはかり、異業種交流
で人脈を広げ組織力を高める

社員や来賓と交流する事で親睦を
はかる

社会福祉の増進、地域社会への貢献 献血してくれた方へお礼の品を渡す
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