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滋賀県トラック青年協議会組織図 敬称略
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☆山元　剣一

☆印　役員

☆奥　　義宏

☆吉川　康徳

事務局長　☆杉本　憲哉

小林　正樹

☆木下　知明 ☆松田　則光

総　会

役員会
監　事

直前会長
会　長

統括副会長

副会長 副会長

第２事業委員会 事務局第１事業委員会
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副委員長　☆苅谷　雅和
副委員長　☆木元　博信
副委員長　☆萬木　秀哉
　委　員　伊地智大輔　
　〃　　奥村　伸一
　〃　　蔭山雄一郎
　〃　　苅谷　高志
　〃　　岸村　嘉幸
　〃　　北吉　徹平
　〃　　木村　彰悟
　〃　　國友　　東
　〃　　黒田　雅之
　〃　　下司祐一郎
　〃　　坂野　寛幸
　〃　　嶋本　法人
　〃　　杉江　富武
　〃　　中村　丈博
　〃　　夏原　智雄
　〃　　西澤　利徳
　〃　　西村　嘉次
　〃　　細川　　達

委 員 長　☆寺田　清之
副委員長　☆中村　一行
副委員長　☆山中　浩二
副委員長　☆山本　晃司
　委　員　岩崎　英樹　
　〃　　金子　安良
　〃　　坂口　善昭
　〃　　中小路進一
　〃　　野々口正人
　〃　　平川　麻美
　〃　　平川　千波
　〃　　福島　正晃
　〃　　藤田　一成
　〃　　松岡　雅彦
　〃　　守里　正則
　〃　　八木　宏明
　〃　　山中　里志
　〃　　吉川　和彦
　〃　　吉川　信夫
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第26回 通常総会
開催日 ： 平成25年５月18日（土）

会　場 ： ロイヤルオークホテル

懇親会風景 第４期会長
現　滋賀県トラック協会
副会長　田中　亨様

平成24年度事業報告及び収支報告平成25年度事業
計画案及び収支予算案等全ての議案が滞り無く承認
されました。

第10期会長　川下　強志様より
乾杯の挨拶を賜わりました。

奥会長の挨拶

第２期会長
現　滋賀県トラック協会　会長
岡田　博様より祝辞を賜わりました。第９期会長　松田　直樹様
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エコ・セーフティドライブコンテスト
開催日 ： 平成25年５月19日（日）

会　場 ： クレフィール湖東

今年も滋賀県トラック協会が主催するエ
コ・セーフティドライブコンテストの運営に
メンバーが携わりました。

スタートの準備をする参加者！ドキドキ・・

集計を渡します。お疲れ様でした。
突然の雨にもめげず、メンバーは頑張って
います！

ギリギリのコースをクリアしていきます。

しっかり記録！
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グループディスカッションによる交流会
三重県青年部会のメンバーと、自社PR
表をもとに、色々な課題について話し
あい、和気藹藹となった事業でした。

様々な情報交換ができ
有意義な時間となりました。

三重県トラック青年部会、部会長
辻　定　様の開会挨拶！

しっかり握手！！両会長！

懇親会風景

開会挨拶をする奥　会長

青年協議会全体事業

開 催 日 ： 平成25年７月６日（土）
場　　所 ： じばさん三重（四日市市安島）
参加人数 ： 18名

「三重県トラック青年部会との交流」＆「懇親会」
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青年協議会全体事業
開催日 ： 平成25年９月８日（日）

場　所 ： 滋賀県トラック総合会館

開催日 ： 平成25年９月29日（日）

場　所 ： 守山市環境センター

今年も東北三県、復興支援に役立てていただくため
トラック協会にて行われた、事故防止総決起大会に
て物産販売と交通遺児チャリティー募金を行い、皆
様からのあたたかい気持ちを受けとらせていただ
きました。ありがとうございました。

今年は守山市主催の環境フェアに
トラック協会が協賛
初の試み「トラック引きレース」

空き缶プルタブ回収も行いたくさんの方々に、持っ
て来て頂きました。

トラック協会の方と、連携して準備します。

もりやま環境フェア
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元気な朝礼から学ぶ「強い
組織・会社作り」てっぺん
渋谷・男道場総料理長より
説明をうけるひとコマ

青年協議会、新たなメンバーも加わり、同
会でも絆ができました。

2013年　東京モーターショーに
おいて、たくさんの次世代車両を
見る事が出来ました。

うわさの車ですね！最新のトラックの前でハイ^^ポーズ！

いつもと違う目線から屋形船での昼食です。

第２事業委員会　事業

開 催 日 ： 平成25年11月23日（土）・24日（日）

場　　所 ： 東京都渋谷区・江東区

参加人数 ： 21名

「強い組織・会社作りと近代化車両を学ぶ」

緊張ぎみのメンバー、店の方達はすごく元気でした！
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おりづる会支援活動

開催日 ： 平成25年11月30日（土）
場　所 ： 草津エイスクエア内　アルプラザ

小さな体で、大きな気持ち・・・
ありがとうございます。大切にします！

気持ちのこもった善意をいただき
ました。ありがとうございました。

サンタクロース・トナカイがプ
レゼントを渡すと、素晴らし
い笑顔を頂けました！
メリークリスマス・・・ 皆様の善意をお届けしました。

とらっくんも応援に！

おりづる会「クリスマスのつどい」

「交通遺児チャリティー募金」

開催日 ： 平成25年12月14日（土）
会　場 ： ホテルニューオウミ
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会員交流会

臨時総会

開 催 日 ： 平成25年12月21日（土）

場　　所 ： ちゃんこ鍋　舞扇（まいせん）

参加人数 ： 26名

開催日 ： 平成26年１月18日（土）

場　所 ： 琵琶湖ホテル

本総会で次期正・副会長および
役員予定者が承認されました。

アトラクションでのひとコマ

新しい年に向けてあつく語り合いました。

奥会長の挨拶。

参加頂いた歴代会長よりアドバ
イスを頂きました。

交流会風景
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第１事業委員会　事業

開 催 日 ： 平成26年２月１日（土）
場　　所 ： 琵琶湖ホテル
参加人数 ： 会員　21名
　　　　　 スポンサー　20名

「メンタルヘルス研修会」＆「交流会」

株式会社インソースより講師を招き、メンタ
ルヘルスについて学びました。

乾杯の音頭と挨拶をする吉川
統括副会長。

協賛スポンサーを招き、青年
協メンバーと大変有意義な情
報交換が行えました。

スポンサーの皆様にひと言ず
つ自社のアピールなどいただ
きました。

交流会風景

司会進行をする寺田委員長

開会挨拶をする　奥　会長
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第１事業委員会

◦開 催 日 ： 平成25年８月31日（土）
◦場　　所 ： 彦根市　キリンビール彦根工場
◦内　　容 ： 「お客様本位」「品質本位」のサービスを学ぶ
◦参加人数 ： ７名

第2事業委員会

◦開 催 日 ： 平成25年10月５日（土）
◦場　　所 ： 高島市　高島運輸㈱
◦講　　師 ： 鉄屋商事㈱　丹治部長、廣部課長　㈱ENEOSフロンティア　後藤様
◦参加人数 ： ９名
◦開 催 日 ： 平成26年３月１日（土）
◦場　　所 ： 東近江市　八日市消防署
◦講　　師 ： 東近江消防本部　富永隊員、西田隊員
◦内　　容 ： 普通救命講習
◦参加人数 ： 17名

◦日　時 ： 平成26年２月21（金）
◦名　称 ： 「 平成25年度（公社)全日本トラック協

会青年部会全国大会」
◦テーマ ： 「～たま駅長に学ぶ～　忠恕の経営」
◦講　師 ： 両備グループ代表兼CEO
　　　　　 小嶋　光信　氏
◦主　催 ： （公社）全日本トラック協会
◦場　所 ： 京王プラザホテル（東京都）

◦日　時 ： 平成26年３月8日（土）
◦名　称 ： 「実務担当者（管理者）交流会」
◦テーマ ： 「つながるで近畿」
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ： 大成閣（大阪府）

◦日　時 ： 平成25年９月７日（土）
◦名　称 ： 「 平成25年度（公社）全日本トラック協

会青年部会近畿ブロック大会」

委員会研修

平成25年度に滋賀県トラック青年協議会メンバーが
参加した外部研修会

◦テーマ ： 「トラック事故の実態を知る
　　　　　　～交通ルールの理解不足が大半～」
◦講　師 ： 日本交通事故鑑識研究所
　　　　　長森　紀紘氏
　　　　　「近畿各府県の代表が経験談をかたる」
　①和歌山県トラック協会青年協議会
 丸久運輸㈱　横山　郁芳
　②奈良県トラック協会青年部会
 ㈱西和物流　萩原　良介
　③滋賀県トラック青年協議会
 ㈱和泉冷凍運輸　吉川　康徳
　④大阪府トラック運送青年協議会連合会
 エスエーサービス㈱　坂中　亮善
　⑤京都府トラック事業青年協議会
 ㈲山城運送　杉山　貴富
　⑥社団法人兵庫県トラック協会青年部協議会
 テーエス運輸㈱　松本　紀夫
◦場　所 ： ANAクラウンプラザホテル神戸（兵庫県）
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