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第28回　通常総会
開催日 ： 平成27年５月30日（土）

場　所 ： ホテルニュ－オウミ

平成26年度事業報告及び収支報告
平成27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。

委員長３名の活動方針・事業計画

吉川会長の挨拶 苅谷議長による進行

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。

坂口委員長 萬木委員長 中村委員長

第２期会長　岡田　博様より祝辞を賜りました。
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『絆』心つなげる委員会事業
開催日 ： 平成27年７月26日（日）

場　所 ： モクモク手づくりファ－ム（三重県伊賀市）

事業名 ： 「おなかいっぱい、仲間もいっぱい！」

ものづくりを通して家族と会員の交流をはかろう！をテーマにした家族参

加型事業

萬木委員長の集合からスタ－ト お昼は焼き肉　美味しかった～最高Ｖ

天気も最高！家族みんなが楽しく過ごせた事業よかったよ！

不器用な男ですから～助けて！ お母さんと一緒にウインナ－作り
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対外研修・広報活動委員会事業
開催日 ： 平成27年８月29日（土）～30日（日）
場　所 ： 東広島市
事業名 ： 西日本近代物流視察と仲間づくり

二社とも扱う荷物に応じた様々な工夫がされており大変勉強になりました。

視察後には滋賀・広島両県の親睦を深めた懇親会

当年、８月６日は広島原爆の投下から70年を迎
える節目の年でした。
広島の平和記念公園を訪れ追悼してきました。
被爆者の平均年齢が80歳を迎えた今、これから
の世代に原爆の悲劇をどう伝えていくべきか改め
て考えることができました。
私たちはあの惨禍を決して忘れてはいけません。

広島原爆投下から７０年

広島急送株式会社　東広島物流センタ－
同、志和デリバリ－センタ－を視察

双葉運輸株式会社
東広島物流センタ－を視察

中村委員長の挨拶 広島青協と仲良し みんなで乾杯！
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資質向上委員会事業

　講師である石原氏は25年以上の間、運送会社で勤務し運行管理選任者として配車業務等を行
い整備管理者及び衛生管理者選任と業務にも携わってこられたこともあり、労務士としてだけでは
なく我々運送会社の目線で解りやすく講演して頂きました。

開催日 ： 平成27年11月７日（土）
場　所 ： 琵琶湖ホテル
事業名 ： 「明るい希望のある業界めざして」
　　　　 運輸業界の人材不足問題を少しでも解消できるよう社内の働きやすい職

場環境づくりを目的とした勉強会・交流会を滋賀県トラック女子部会の方
を交えた形で開催しました。

　　　　 講師 ： 社会保険労務士事務所　オフィスきよみ
　　　　　　　石原　清美氏（運輸業界出身の労務士）

石原氏と吉川会長が熱く語り合う姿が！

【勉強会後の交流会】

女子部会の皆様とも親睦を深められました！

坂口委員長より挨拶 石原氏による勉強会

交流会では講師である石原氏を中心にみんなで
記念撮影。
女子部会の方も勉強会に引き続き交流会にも参
加して頂き親睦が深まる大変有意義な事業となり
ました。
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開催日 ： 平成27年12月12日（土）　　場所 ： クサツエストピアホテル

交通遺児チャリティ募金活動

おりづる会「クリスマスのつどい」に参加・協力

おりづる会支援活動
開催日 ： 平成27年９年27日（日）　　場所 ： 滋賀県トラック総合会館

開催日 ： 平成27年11月14日（土）　　場所 ： 西武大津店

平成28年３月25日（金）
吉川会長が交通遺児支援団体の
おりづる会を訪ね、募金活動を通
じて寄せられた浄財を寄付。
来年度も引き続き募金活動を通
して何かサポ－トが出来るよう約
束。
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青年協全体活動
開催日 ： 平成27年６月27日（土）
場　所 ： 滋賀県トラック総合会館

開催日 ： 平成28年１月30日（土）　　場所： 滋賀県トラック総合会館

開催日 ： 平成28年１月16日（土）
場　所 ： あたか飯店　草津店

滋賀県トラック青年協議会入会説明会 ハンドブックスポンサ－新年交流会

平成２７年度　臨時総会

開催日 ： 平成27年９月26日（土）
場　所 ： 大津カントリ－クラブ

開催日 ： 平成27年10月17日（土）
場　所 ： 比良ゴルフ倶楽部

奈～滋オープン
滋賀県トラック青年協議会
ゴルフコンペ

本総会にて次期正・副会長及び役員予定者が承認されました。

吉川会長より挨拶 滋賀県トラック協会 中西副会長
様より祝辞を賜りました

次期会長予定者の苅谷副会長
より挨拶
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青年組織活動
（公社）全日本トラック協会青年部会　近畿ブロック大会

平成２７年度（公社）全日本トラック協会青年部会全国大会

滋賀県中小企業青年中央会

開催日 ： 平成27年９月11日（金）　　場所 ： ホテルグランヴィア京都

開催日： 平成28年２月12日（金）　　場所 ： 京王プラザホテル

近畿トラック青年協議会会員及び他ブロック青年部会に所属する青年経営者と各府県女性部会が集まり
テ－マを「風は近畿から　近畿は元気の発信地!!」として近畿ブロック大会が行われました。

事業後継者育成及び相互研鑽を目的に、全日本トラック協会青年部会及び各都道府県トラック協会の
青年組織の会員が一同に会し、自社の経営改善対策となる実践に即した研修として年１回行われる全
国大会に参加。

滋賀県下の組合青年部で構成された団体で異業種の青年部組織として、業種・業界の枠組みを超えた人的
ネットワ－クをビジネスチャンスに結び付けられるよう活動。（写真下は忘年会で三日月知事も参加）
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滋賀県トラック協会の事業
開催日 ： 平成27年５月23日（土）　　場所 ： クレフィ－ル湖東

開催日 ： 平成27年10年18日（日）　　場所 ： 琵琶湖周回幹線道路歩道等

開催日 ： 平成27年11月５日（木）　　場所 ： 栗東　金勝山

滋賀県トラック協会が主催しているエコ・セ－フティドライブコンテストの運転技能及び日常点検競技の
スタッフとして参加です。

第８回　エコ・セ－フティドライブコンテスト

ぐるっと・びわ湖・クリ－ンアップ

植　樹　事　業

しっかり記入！確認ヨシ！ 計測も２人で要確認！ 日常点検技術の向上

『エコ・セ－フティドライブコンテスト』
（目　的）
法規の遵守と運転技能及び日常点検の向上を図
り、交通事故防止と環境負荷の低減に努めるとと
もに、トラックドライバ－としての誇りを持たせ、社
会的責務を自覚させることを目的としています。
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（１）資質向上委員会
第１回委員会内研修

◦開 催 日　平成27年12月５日（土）

◦場　　所　敦賀市　まるさん屋

◦講　　師　株式会社雅産商　山本晃司様

◦内　　容　「マイナンバー制度により発生する

 新たな業務とリスクについて」

◦参加人数　７名

第２回委員会内研修

◦開 催 日　平成28年２月27日（土）

◦場　　所　草津市　梅の花

◦講　　師　 滋賀日野自動車株式会社　

　　　　　　北山英則様、林　育弘様

◦内　　容　「人間の特性と安全運転について」

◦参加人数　７名

◦日　時：平成28年2月12日（金）
◦名　称：「平成27年度（公社）全日本トラック協会

青年部会全国大会」
◦テーマ：「トラック業界の生産性向上を目指して～

人材不足・長時間労働解消に向けて～」
◦講　師：日本PMIコンサルティング㈱
　　　　　社長・税理士　小坂真弘氏
◦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27年9月11日（金）
◦名　称：「平成27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：「経営理念と仕組化の構築　～経営の

原点に立ち返る！～」
◦講　師：五健堂グループCEO　蓮尾拓也氏
◦テーマ：「近畿そこまで言っていいんかい」（ディ

スカッション）
◦パネリスト：共栄運輸㈱　中村丈博氏　他
◦コーディネーター：㈱プロデキューブ　
　　　　　代表取締役　高柳勝二氏

委員会内研修

平成27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

◦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８月１日（土）
◦名　称：「実務者（配車）担当者研修会」
◦テーマ：「筆跡からわかる性格・行動診断」
◦講　師：筆跡鑑定士　山上りるも氏
◦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28年3月12日（土）
◦テーマ：「ドライブレコーダーに見る事故の原因

と対策」
◦講　師：自動車事故防止コンサルタント
　　　　　上西一美氏
◦テーマ：「交流分析～職場での人間関係改善の

ために～」
◦講　師：エスエーサービス㈱　坂中亮善氏
◦主　催：近畿トラック青年協議会
◦場　所：大成閣（大阪府）

（２）『絆』心つなげる委員会
◦開 催 日　平成28年２月６日（土）
◦場　　所　あたか飯店　草津店
◦講　　師　 第１部　ジャパンビューティグレース

アソシエイション代表　中田裕子様
　　　　　　 第２部　ジャパンビューティグレース

認定マナー講師　西川貴子様
◦内　　容　 第１部　コミュニケーションを通し

てのスキルアップ
　　　　　　 第２部　スマートな男性のお食事マ

ナー講座
◦参加人数　9名

（３）対外研修・広報活動委員会
◦開 催 日　平成28年３月26日（土）
◦場　　所　近江八幡市「霜月」
◦内　　容　「運送会社の労働者不足について
　　　　　　テーブルディスカッション」
◦参加人数　16名
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