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第32回　通常総会
開催日 ： 令和元年6月15日（土）
場　所 ： ロイヤルオークホテル

木元会長の挨拶滋賀県トラック協会会長
田中亨氏より祝辞を賜りました。

全体集合写真

　平成30年度事業報告及び収支報告を行い、令和元年度事業計画及び収支予算案等、すべての事業
が滞りなく承認されました。

会員交流委員会　中嶋委員長 資質向上委員会　松田委員長 対外研修委員会　坂野委員長

委員長３名の活動方針・事業計画について説明
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会員交流委員会事業
開 催 日 ： 令和元年7月20日（土）
場　　所 ： 甲賀市信楽町　宗陶苑
事 業 名 ： 「ハロー！！シガラキ宗陶苑で家族交流」
事業内容 ： 手ひねりのぼり窯焼　手造り教室

全体集合写真

中嶋委員長木元会長の挨拶
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資質向上委員会事業
開 催 日 ： 令和元年11月2日（土）
場　　所 ： あたか飯店草津店
事 業 名 ：  『働き方改革の考え方と進め方』
　　　　　 ～物流業界の最新動向や運送業における働き方改革実現に向けて～
事業内容：物流業界の最新動向や運送業における働き方改革実現に向けて

木元会長の挨拶 松田委員長

株式会社プロデキューブ
代表取締役　高柳　勝二　氏

全体集合写真
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全体集合写真

福岡倉庫株式会社の皆様

木元会長の挨拶

対外研修委員会事業
開 催 日 ： 令和元年8月3日（土）～4日（日）
場　　所 ：  福岡県福岡市　福岡倉庫株式会社
　　　　　 倉庫部・箱崎ふ頭ロジスティクス・センターてら岡　中州本店
事 業 名 ： 「次世代経営者が学ぶ物流環境の歴史と未来」
事業内容 ： 「物流環境の歴史と未来」
交 流 会 ： 福岡県トラック青年協議会

坂野委員長
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青年協全体活動

木元会長の挨拶 京都府トラック事業青年協議会
新井会長の挨拶

全体集合写真

開 催 日 ： 令和元年5月25日（土）　　　開催場所 ： 京都市　いふじ

京滋青協交流会

木元会長の挨拶

開 催 日 ： 令和元年12月13日（金）　　　開催場所 ： 旬彩和処　味都

滋賀県トラック青年協議会　会員交流会

滋賀県トラック協会会長
田中亨氏より祝辞を賜りました。

木元会長の挨拶 次期会長予定者
山本統括副会長の挨拶

令和元年度　臨時総会
開 催 日 ： 令和2年1月25日（土）　　　開催場所 ： 滋賀県トラック総合会館
提案事項及び議決事項が滞りなく承認されました。
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。
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青年協全体活動

開 催 日 ： 令和元年11月23日（土）
開催場所 ： 大津港前広場

びわこフェスタ2019

ひんやり体験をして頂きました。滋賀県中小企業青年中央会
吉川会長の挨拶

死角体験をして頂きました。 ご来場頂いた方にぬり絵をして頂きました。

全体集合写真
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青年協組織活動

（公社）全日本トラック協会青年部会　～全国大会～
開 催 日 ： 令和2年2月21日（金）
開催場所 ： 京王プラザホテル

青年中央会　事業承継セミナー並びに令和元年度　交流新年会
開 催 日 ： 令和2年1月31日（金）
開催場所 ： コラボしが21　ホテルピアザびわ湖

開 催 日 ： 令和元年９月７日（土）
開催場所 ： ホテル阪急インターナショナル

（公社）全日本トラック協会青年部会
～近畿ブロック大会ならびに近畿トラック青年協議会設立30周年記念式典～
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滋賀県トラック協会の事業
第12回エコ・セーフティドライブコンテスト

開 催 日 ： 令和元年5月18日（土）　　開催場所 ： クレフィール湖東

全体集合写真
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委員会内研修

会員交流委員会�

◦開 催 日：令和２年３月６日（金）

◦場　　所：クサツエストピアホテル

◦内　　容：「滋賀県トラック青年協議会の歴史

と今後の展望」

◦講　　師：滋賀県トラック青年協議会　

統括副会長　山本晃司　氏

※ 同研修会は新型コロナウィルス感染拡大防止の

観点から中止となりました。

資質向上委員会・対外研修委員会�

◦開 催 日：令和２年２月８日（土）

◦場　　所：サンサンホール草津

◦内　　容：「身だしなみはコミュニケーション

ツール」

◦講　　師：ミューズスタイル

代表　阪上明子　氏

◦参加人数：16名

対外研修委員会�

・開 催 日：令和元年11月16日（土）

・場　　所：近江牛レストランGORYO

・内　　容：「管理者として最新の日常点検を学ぶ」

・講　　師：京都日野自動車株式会社　

伊藤明　氏・大槻一真　氏

・参加人数：20名

令和元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

◦開催日：令和元年９月７日（土）

◦名　称：「2019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」

◦大会テーマ：誇りを形に!! ～物流の未来へ～

◦テーマ：「お客様密着！で地域に貢献する十勝

バスの経営」

◦講　師：十勝バス株式会社

代表取締役　野村文吾　氏

◦主　催：近畿トラック青年協議会

◦場　所：ホテル阪急インターナショナル（大阪府）

◦開催日：令和２年２月21日（金）

◦名　称：「令和元年度（公社）全日本トラック

協会青年部会全国大会」

◦大会テーマ：誇りを形に!! ～物流の未来へ～

◦テーマ：「働く意識を変える－JAL再生から学ぶ

経営者のあり方」

講師：株式会社MTG　

　　　取締役会長　大田嘉人　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）

◦開催日：令和２年３月７日（土）

◦名　称：「配車担当者（管理者）研修会」

◦テーマ：「ホワイト物流とホワイト経営について」

◦講　師：国土交通省　自動車局　総務課　

企画室長　星　明彦　氏

◦主　催：近畿トラック青年協議会

◦場　所： 大成閣（大阪府）

※ 同研修会は新型コロナウィルス感染拡大防止の

観点から中止となりました。
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