
 

- 1 - 

 
岡山県総合流通センター卸協同組合青年部 

平成２９年度事業報告書 （一部） 
 

 

 

自  平成２９年４月 １ 日 

至  平成３０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 29. 5.30 幸町 侑じ １４名 

1.平成２８年度「事業報告並びに収支決算

書」の承認について 

2.平成２９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 

4.役員改選について 

 

（２）定例会 

回  数 開催日 開催場所 出席数 議   題 

第 1回 29. 7.11 岡山流通会館 14名 

1.親睦パーティーについて 

2.講習会について 

3.視察研修について 

4.その他 

第 2回 30. 3.28  岡山流通会館 11名 

1.平成２９年度「事業報告並びに収支見込」

について 

2.平成３０年度「事業計画案」「収支予算案」

について 

3.総会日程について 

4.その他 
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３ 勉強会 
 

【講習会】 

   開催年月日  平成２９年９月１２日（火） 

   開催場所   岡山流通会館 

   講 師    岡山シーガルズ 主将  山口 舞 氏 

                    (進行：岡山シーガルズ マネージャー 高田 さゆり 氏) 

    テーマ    「 可能性へのチャレンジ ～仲間と共に～ 」 

    参加者数   ６２名／１５社 

 

 

 

 

４ 交流勉強会 
 

   開催年月日  平成２９年７月２５日（火） 

   開催場所   プロフーモ 

   講  師   クラブン株式会社 代表取締役社長  伊澤 正信 氏 

    参加者数   １１名 

 

 

 

 

５ 視察研修 
 

視察研修先  高知卸商センター協同組合 

   視察日    平成２９年１０月１２日（木）～１３日（金） 

   参加人数   ８名 

 

 

 

 

６ 親睦会 
 

【親睦パーティー】 

   開催年月日  平成２９年８月２５日（金） 

   開催場所   クラブハウス セフィロト 

   参加者数   １０７名／１４社 

 

 

 

 

７ 岡山県青年中央会主催行事への参加 

 

（１）平成２９年度通常総会・第１回講習会 

   開催年月日  平成２９年５月１７日（水） 

開催場所   サン・ピーチ ＯＫＡＹＡＭＡ 

講 師    アップル・ジャパン 元代表取締役 山元 賢治 氏 

   テーマ    「『これからの世界』で活躍するリーダーの覚悟」 

   参加者数   ５名（高原・髙谷・林・中田・小山） 
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（２）平成２９年度“ちいさな企業”おかやま未来サポート会議 

   ①第１回     開催年月日  平成２９年７月１３日（木） 

            開催場所   総社市中央公民館 

            出席者名   林 賢治 
 

②第２回     開催年月日  平成２９年７月１９日（水） 

            開催場所   真庭リバーサイドホテル 

            出席者名   高原 丈徳 

 

③第４回     開催年月日  平成２９年８月２８日（月） 

            開催場所   岡山商工会議所 

            出席者名   高原 丈徳 

 

 

（３）婚活パーティー運営  

   開催年月日  平成２９年１１月５日（日） 

開催場所   磨屋町キッチンＰＡＣＯ 

   出席者名      高原 丈徳 

 

 

（４）青年中央会新年会・パネルディスカッション  

   開催年月日  平成３０年１月２２日（月） 

開催場所   岡山プラザホテル 

   参加者数      ４名（高原・髙谷・室賀・小林） 

  

 

（５）役員会 

   ①第１回役員会  開催年月日  平成２９年４月１２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２回役員会  開催年月日  平成２９年５月１１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 
 

   ③第５回役員会  開催年月日  平成２９年８月９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 
 

④第６回役員会  開催年月日  平成２９年９月５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 
 

⑤第８回役員会  開催年月日  平成２９年１０月２５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 
 

⑥第９回役員会  開催年月日  平成２９年１２月７日（木） 

            開催場所   アカバナ 

            出席者名   高原 丈徳 
 

⑦第 12回役員会  開催年月日  平成３０年３月１４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 



 

- 4 - 

 

（６）青年中央会ビジネススクール 

   ①第１回     開催年月日  平成２９年９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 
 

   ②第２回     開催年月日  平成２９年１０月１１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２９年１１月８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２９年１２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 
 

   ⑤第５回     開催年月日  平成３０年１月１７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 
 

⑥第６回     開催年月日  平成３０年２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 
 

   ⑦第７回     開催年月日  平成３０年２月２１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 

 

 

 

 

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・運営を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


