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第29回　通常総会
開催日 ： 平成28年６月25日（土）

場　所 ： 琵琶湖ホテル
平成28年度事業報告及び収支報告
平成29年度事業計画案及び収支予算等すべての事業が
滞りなく承認されました。

平川千波氏

苅谷会長のあいさつ

滋賀県トラック協会副会長　
中西　栄様より祝辞を賜りました。

第９期会長　松田　直樹様より
祝辞を賜りました。

委員長３名の活動方針・事業計画

吉川委員長 嶋本委員長坂口委員長

卒業表彰授与式
本総会において
２名の会員がご
卒業されました。

寺田清之氏
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第１事業委員会事業
開催日 ： 平成28年10月１日（土）～２日（日）

場　所 ： 東京都

事業名 ： 物流改革と防災を学ぶ

ヤマト運輸羽田クロノゲート視察

東京臨海広域防災公園にて体験学習

東京都トラック協会青年部会との懇親会
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第２事業委員会事業
開催日 ： 平成28年11月19日（土）
場　所 ： あたか飯店草津店
事業名 ： 「2016　ミス・ユニバース・ジャパンを育て上げたカリスマ講師から学ぶ

コミュニケーションスキルとマナー」

資質の向上を目的としたセミナーと交流会の事業を行いました。

講師紹介
中田　裕子氏
ジャパンビューティグレースアソシエーション代表
ミスユニバースジャパンオフィシャルウォーキング講師
企業セミナー、女性社員教育セミナー講師
文化人タレントとしてメディアで活躍中
西川　貴子氏
ジャパンビューティグレース認定マナー講師
2016　ミスユニバース滋賀大会話し方講師
愛されマナー、接客対応、テーブルマナーなどの講
座を開講

スポンサー各社様を交えての交流会

吉川委員長のあいさつ

中田先生、西川先生と

中村副会長による乾杯
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第３事業委員会事業
開催日 ： 平成28年９月４日（日）
場　所 ： いわなの里　永源寺　グリーンランド
事業名 ： 緑豊かな自然の中で家族と会員の友好を築こう！

嶋本委員長のあいさつ みんな一緒に魚釣り

普段は忙しいパパも家族と一緒に 魚つかみ＆ボールつかみ

手際のいい包丁さばきに興味津 ！々

会員と会員家族同士との絆を
深めることができました。
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サンタクロースとトナカイに扮してプレゼントを届けました。

交通遺児チャリティ募金活動

開催日 ： 平成28年12月３日（土）　　場　所 ： クサツエストピアホテル

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
年間を通してさまざまな場所で募金活動を行いました。

平成29年３月24日（金）
苅谷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
何かサポートが出来るよう約束。

開催日 ： 平成28年11月12日（土）
場　所 ： 西武大津店

開催日 ： 平成28年11月12日（土）
場　所 ： 草津市エイスクエア

開催日 ： 平成28年11月20日（日）
場　所 ： イオンモール草津

開催日 ： 平成28年10月15日（土）
場　所 ： 竜王町ドラゴンハット
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青年協全体活動
会員交流事業

開催日 ： 平成29年１月14日（土）

場　所 ： 近江八幡市　近江牛レストランGORYO

苅谷会長のあいさつ

会員同士の親睦を深めること
ができました。

奈～滋オープン
開催日 ： 平成29年３月11日（土）　　場　所 ： 近江ヒルズゴルフクラブ

奈良県トラック
協 会 青 年 部 会
との 交 流ゴ ル
フコンペ
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青年組織活動
青年中央会　創立４０周年記念大会

開催日 ： 平成28年６月10日（金）　　場　所 ： 彦根キャッスルリゾート＆スパ

びわ湖フェスタ（滋賀県中小企業青年中央会）
開催日 ： 平成28年11月20日（日）　　場　所 ： イオンモール草津

大型トラックの死角を親子で体験
　　　　家族連れでのご参加が多く賑わいました。

冷凍車の中で－20℃を体験

（公社）全日本トラック協会青年部会　近畿ブロック大会
開催日 ： 平成28年８月20日（土）

場　所 ： ホテルグランヴィア京都

平成28年度（公社）全日本トラック協会青年部全国大会
開催日 ： 平成29年２月24日（金）

場　所 ： 京王プラザホテル
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。
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滋賀県トラック協会の事業

開催日 ： 平成28年５月14日（土）
会　場 ： クレフィール湖東

開催日 ： 平成28年10月15日（土）
場　所 ： 竜王町総合運動公園「ドラゴンハット」

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協力致しました。

第９回　エコ・セーフティドライブコンテスト

交通安全フェア

当日は天候にも大変恵まれ、選手の皆さん
は存分に力を発揮されていました。

滋賀県とコラボし、初の開催となった交通安全フェアに運営スタッフとして参加。

三日月知事と田中会長のあいさつ とらっくんぬり絵コーナー
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委員会内研修
（１）第１事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日　平成29年２月４日（土）
◦場　　所　草津市　梅の花
◦講　　師　近畿交通共済協同組合　本田邦彦様
◦内　　容　 「事故防止に繋がる　運輸安全マネ

ジメント」
◦参加人数　13名

（２）第２事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日　平成29年３月４日（土）
◦場　　所　 大津市　ロイヤルオークホテル　

スパ&ガーデンズ

◦講　　師　 ロイヤルオークホテル　スパ&ガー
デンズ　川端辰美様

◦内　　容　 「実演・実食で本格的なテーブルマ
ナーを学ぶ」

◦参加人数　14名

（３）第３事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日　平成29年２月18日（土）
◦場　　所　東近江市　エクセレント物流㈱
◦内　　容　「安全教育についての知識の共有」
◦参加人数　16名

平成28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29年２月24日（金）
◦名　称： 「平成28年度（公社）全日本トラック

協会青年部会全国大会」
◦テーマ：「協力雇用主制度について」
◦講　師： 特定非営利活動法人福岡県就労支援事

業者機構
　　　　　理事　野口義弘　氏
（パネルディスカッション）
◦テーマ： 「トラック運送業界における人材確保

対策について」
◦コーディネーター： 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28年８月20日（土）
◦名　称： 「平成28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」
◦KTSテーマ：「変革とともに常勝（上昇）近畿」
（講演・発表）
◦研修会テーマ： 「ドライバーの『誇り』、『安心』の確

保に向けた取組」
◦講　師： （一社）ドライバーニューディールアソ

シエーション
　　　　　理事長　高嶋民仁　氏

（講演・ディスカッション）
◦研修会テーマ： 「やったるで近畿～しくじり事例から

学ぶ飛翔の極意～」
◦コーディネーター： ㈱船井総合研究所　チーフ経営コンサ

ルタント　河内谷庸高　氏
◦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28年９月17日（土）
◦名　称：「配車（ドライバー）担当者研修会」
◦テーマ： 「ドライブレコーダーの映像で見る事

故の傾向と対策」
◦講　師： ㈲ディ・クリエイト
　　　　　代表取締役　上西一美　氏
◦主　催：近畿トラック青年協議会
◦場　所： 堺市立美原文化会館「アルテベル」（大阪府）

◦日　時：平成29年３月18日（土）
◦名　称： 「配車（管理者）担当者研修会・業種

別交流会」
◦テーマ： 「近畿各事業者の『安全への取り組み』

事例発表」
◦講　師：㈱雅産商　山本晃司　氏　他５名
◦主　催：近畿トラック青年協議会
◦場　所：大成閣（大阪府）
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