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第27回　通常総会
開催日 ： 平成26年５月31日（土）

場　所 ： ロイヤルオークホテル

平成25年度事業報告及び収支報告平成26年度
事業計画案及び収支予算案等全ての事業が滞
り無く承認されました。

吉川新会長の挨拶

滋賀県トラック協会会長　田中　亨様より祝辞
を賜りました。

第２期会長　岡田　博様より祝辞を賜りました。

新委員長３名の所信

奥　直前会長の挨拶
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第７回　エコ・セーフティドライブコンテスト
開催日 ： 平成26年５月18日（日）　　場　所 ： クレフィール湖東
滋賀県トラック協会の事業であります「エコ・セーフティドライブコンテスト」の運営に協力しました。

ドライバーコンテストの項目の一つである日常点検の様子 ヨーイ・スタート！！

きっちり計測！！ 審査員の方へ、計測結果を報告します

もりやま環境フェア
開催日 ： 平成26年９月21日（日）　　場　所 ： 守山市環境センター
もりやま環境フェアでは、広報推進委員会が企画運営をするトラック引きレースに携わりました。
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『絆』心つなげる委員会　～家族交流事業～

開催日 ： 平成26年７月13日（日）
場　所 ： 森野食品サンプル会社、ワールド牧場

ものつくりを通して家族と会員の交流をはかろう！

家族で食品サンプル作り体験

昼食は家族揃って
の楽しいBBQ！

会長、子供より
真剣です。
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対外研修・広報活動委員会

金沢工業大学にて、未来環境について学びました。

両県会長より挨拶

開催日 ： 平成26年８月30日～８月31日　　場　所 ： 石川県

～未来環境ときずな～

業界を取り巻く問題について話し合いました。

石川県トラック協会青年部会と交流を行いました。
各テーブルで業界を取り巻く問題について
ディスカッションを行いました。
懇親会では、交流を深める事ができ、
仕事にも繋げる事が出来ました。
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滋賀県トラック女子部会
の方からも自己紹介を
頂きました。

委員長、開会挨拶！ カリスマ販売員　茂木　久美子氏

青年協議会スポンサー様と交流会

山形新幹線車内カリスマ販売
員から、接客をする時お客様
に対しどの様な気持ちでいる
事が大切か、只々、売り買い
だけの関係でなく人との繋が
りを大切にして相手の気持ち
になって考える事が、お客様
の満足度を高める近道だと学
びました。

資質向上委員会

開催日 ： 平成26年11月８日（土）

場　所 ： 大津市滋賀ビル

～カリスマ販売員から学ぶ、お客様満足～
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開催日 ： 平成26年12月13日　　開催場所 ： 琵琶湖ホテル

交通遺児チャリティー募金

おりづる会クリスマスのつどい

おりづる会支援活動
開催日 ： 平成26年９月28日（日）
開催場所 ： 滋賀県トラック協会

開催日 ： 平成26年11月22日　　開催場所 ： 近江八幡マイカル

たくさんの「笑顔」と、「ありがとうのお便り」を頂きました!!

３月19日：皆様の善意をしっかりお届けしました!!
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金勝山植樹事業ぐるっと・びわ湖・クリーンアップ活動

滋賀県トラック協会が製作したウェブドラマ

会員交流会

広報推進委員会活動

青年協議会ゴルフコンペ！！ 入賞おめでとうございます！！
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OB交流会
開催日 ： 平成27年２月21日（土）
場　所 ： 琵琶湖ホテル
OBの皆様との交流会を開催し、諸先輩方から今後の青協活動に活かすべき大変貴重な意見等を伺え、
大盛況で終えることが出来ました。
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資質向上委員会

◦開 催 日 ： 平成27年３月14日（土）
◦場　　所 ： 近江ヒルズゴルフ倶楽部
◦内　　容 ： メンタルコントロールをスポーツ選手から学ぶ
◦講　　師 ： （公社）日本プロゴルフ協会会員　入江　賢氏
◦参加人数 ： ８名

『絆』心つなげる委員会

◦開 催 日 ： 平成27年１月24日（土）
◦場　　所 ： あたか飯店　草津店
◦内　　容 ： １部　助成金の種類、その申請について　 講師 ： 滋賀日野自動車㈱　佐生氏　八木氏
　　　　　   ２部　Gマークを取得するにあたり心構え　講師 ： 滋賀県トラック協会　石見氏
◦参加人数 ： ７名

対外研修・広報活動委員会

◦開 催 日 ： 平成26年９月27日（土）
◦場　　所 ： 滋賀日野自動車㈱長浜営業所
◦内　　容 ： 現在のトラックについて学ぶ
◦講　　師 ： 滋賀日野自動車㈱長浜営業所　村林氏　北山氏
◦参加人数 ： 11名

◦日　時 ： 平成27年２月26日（木）
◦名　称 ： 「 平成26年度（公社）全日本トラック協

会青年部会全国大会」
◦テーマ ： 「 トラック運送事業の発展のために
　　　　　  ～その源泉は青年経営者の創意と工

夫～」
◦講　師 ： 早稲田大学名誉教授
　　　　　杉山　雅洋氏
◦テーマ ： 「 自動車教育による人材育成
　　　　　 ～SPH指定校を目指して～」
◦講　師 ：  希望が丘高等学校（福岡県中間市）　
　　　　　安部　幹也氏
◦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）

委員会研修

平成26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

◦日　時 ： 平成26年９月20日（土）
◦名　称 ： 「 平成26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」
◦テーマ ： 「近畿各府県の代表が経験談を語る」
◦講　師 ： （株）カロカ急配　平川　千波　他
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ： ホテルグランヴィア京都（京都府）

◦日　時 ： 平成27年３月７日（土）
◦名　称 ： 「実務者（配車）担当者研修会」
◦テーマ ： 「一番に選ばれるドライバーになるために」
◦講　師 ： （株）プロデキューブ　大林　謙太氏
◦テーマ ： 「失敗は成功のもと」
◦講　師 ： （株）坂口運送　坂口　善昭　他
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ： 御影公会堂（兵庫県）
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