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岡山県総合流通センター卸協同組合青年部 

平成２８年度事業報告書  （一部） 
 

 

 

自  平成２８年４月 １日 

至  平成２９年３月３１日 

 

 

 

１ 庶務事項 

 

期首会員 期中の異動 期末会員 

２５名 ０名 ２５名 

 

 

 

２ 会議の開催 

 

（１）総 会 

種  別 開催日 開催場所 出席数 議   題 

通常総会 28. 5.11 肉懐石 紬 １２名 

1.平成２７年度「事業報告並びに収支決算

書」の承認について 

2.平成２８年度「事業計画案」「収支予算案」

の承認について 

3.会費の承認について 

 

 

（２）定例会 

回  数 開催日 開催場所 出席数 議   題 

第 1回 28. 6. 2 岡山流通会館 ９名 

1.親睦パーティーについて 

2.講習会について 

3.その他（今後の予定） 

第 2回 29. 3. 9 西川荘 10名 

1.平成２８年度「事業報告並びに収支見込」

について 

2.平成２９年度「事業計画案」「収支予算案」

について 

3.役員改選について 

4.その他 
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３ 勉強会 

 

講習会 

   開催年月日  平成２８年９月２６日（月）１８：３０～１９：４５ 

   開催場所   岡山流通会館 

   講 師    落語家・芸人 

    林家 笑丸 （はやしや えみまる）氏 

    テーマ    「プロ芸人の伝統芸と創造芸～集中力と持続力と機転を身につける～」 

    参加者数   ５１名／１５社 

 

 

 

４ 交流勉強会 

第１回 

   開催年月日  平成２８年４月１２日（火）１８：３０～１９：００ 

                     （ 交流懇親会 １９：００～２１：００ ） 

   開催場所   よりしま 多幸半 

   講  師   はるやま商事株式会社  

     代表取締役社長 治山 正史 氏 

    参加者数   １０名 

 

第２回 

   開催年月日  平成２９年３月９日（木）１８：３０～１９：００ 

                （ 交流懇親会 １９：００～２１：００） 

   開催場所   ジャパニーズ・ダイニング 西川荘 

   講  師   株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 

    代表取締役社長 木村 正明 氏 

   参加者数   １０名 

 

 

 

５ 視察研修 

 

視察研修先  香港 

   視察日    平成２８年６月１７日（金）～１９日（日） 

   参加人数   ８名 

 

 

 

６ 親睦会 

 

親睦パーティー 

   開催年月日  平成２８年８月２６日（金）１９：００～２１：００ 

   開催場所   クラブハウス セフィロト 

   参加者数   １２１名／１５社 
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７ 岡山県青年中央会主催行事への参加 

 

（１）平成２８年度通常総会・第１回講習会 

   開催年月日  平成２８年５月２５日（水）１５：００～１７：３０ 

開催場所   岡山プラザホテル 

講 師    つやま産業支援センター 統括マネージャー 小坂 幸彦 氏 

   テーマ    「小さな会社を大きく成長させるために必要なこと」 

   参加者数   ３名（伊丹・櫛田・小林） 

 

（２）平成２８年度第２回おかやま未来交流会 

   開催年月日  平成２８年８月２２日（月）２９：００～２０：００ 

   開催場所   中央会会議室 

   講 師    萩原工業㈱ 代表取締役会長 萩原 邦章 氏 

   テーマ    「拙い私の経営思想」 

   参加者数   ２名（高原・林） 

 

（３）青年中央会創立 40周年記念式典・ビジネスプランコンテスト  

   開催年月日  平成２９年１月２４日（火）１５：００～１８：３０ 

開催場所   岡山プラザホテル 

   参加者数      ９名（高原・伊丹・櫛田・髙谷・平松・中田・黒住・伊永・小林） 

   ※記念式典にて、当組合青年部が「全国中小企業団体中央会会長表彰」を受章 

   

（４）役員会 

   ①第１回役員会  開催年月日  平成２８年４月６日（水） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

   ②第３回役員会  開催年月日  平成２８年６月７日（火） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

   ③第４回役員会  開催年月日  平成２８年７月４日（月） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

   ④第５回役員会  開催年月日  平成２８年８月１日（月） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

⑤第８回役員会  開催年月日  平成２８年１１月８日（火） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

   ⑥第９回役員会  開催年月日  平成２８年１２月５日（月） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 

   ⑦第 11回役員会  開催年月日  平成２９年２月１６日（木） 

            開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

            出席者名   高原 丈徳 
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（５）青年中央会ビジネススクール 

   ①第１回     開催年月日  平成２８年６月２２日（水） 

            開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

            出席者名   高原 丈徳 

 

   ②第２回     開催年月日  平成２８年７月１３日（水） 

            開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

            出席者名   高原 丈徳 

   ③第３回     開催年月日  平成２８年８月１８日（木） 

            開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

            出席者名   高原 丈徳 

   ④第４回     開催年月日  平成２８年９月７日（水） 

            開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

            出席者名   高原 丈徳 

   ⑤第５回     開催年月日  平成２８年１１月１５日（火） 

            開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

            出席者名   高原 丈徳 

 

（６）平成２８年度“ちいさな企業”おかやま経済活性化会議 

   ①第１回     開催年月日  平成２８年７月１日（金） 

            開催場所   倉敷市芸文館 

            出席者名   高原 丈徳 

   ②第４回     開催年月日  平成２８年８月８日（月） 

            開催場所   備前商工会議所 

            出席者名   高原 丈徳 

 

（７）「新晴れの国おかやま生き活きプラン」説明会・親睦ボウリング大会 

    開催年月日  平成２９年３月１４日（火）１５：００～１９：００ 

    開催場所   岡山ロイヤルホテル・フェアレーン岡山 

    出席者名   高原 丈徳 

 

 

 

８ 広報活動 

 

「卸組合ニュース」の発行協力等の広報活動を行なった。 

 

 

 

９ 組合活動への参加 

   

  岡山県総合流通センター卸協同組合主催の親睦行事の企画・運営を行なった。 

 

 
 


