
 
岡山県総合流通センター卸協同組合青年部 

平成３０年度事業報告書 
 

 

 

自  平成３０年４月 １ 日 

至  平成３１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 H30.5.21 幸町 侑じ １４名 

1.平成２９年度「事業報告並びに収支決算

書」の承認について 

2.会費の承認について 

3.平成３０年度「事業計画案」「収支予算案」

の承認について 

4.役員の一部改選について 

 

（２）定例会 

回  数 開催日 開催場所 出席数 議   題 

第 1回 H30.7.11 岡山流通会館 ８名 

1.親睦パーティーについて 

2.講習会について 

3.研修視察について 

4.その他 

第 2回 H30.12.17 
北前そば 

高田屋 
１５名 

1.研修視察について 

2.交流勉強会について 

3.新年会について 

4.その他 

第 3回 R1.5.9 岡山流通会館 １０名 

1.平成３０年度「事業報告並びに収支見込」 

  について 

2.令和元年度「事業計画案」「収支予算案」 

  等について 

3.その他 

 

 



 

（３）役員会 

回  数 開催日 開催場所 出席数 議   題 

第１回 H31.3.5 岡山流通会館 １０名 

1.平成３０年度「事業報告並びに収支見込」 

  について 

2.令和元年度「事業計画案」「収支予算案」 

  について 

3.役員改選について 

 

 

３ 講習会 
 

   開催年月日  平成３０年９月１３日（木） 

   開催場所   岡山流通会館 

   講 師    ホリカフーズ株式会社 ライフケア部 関西営業所長 楢木 功二 氏 

    テーマ    「 大震災と災害時の食事 ～過去の地震からの教訓～ 」 

    参加人数   ３２名／１４社 

 

 

４ 交流勉強会 
 

   開催年月日  平成３１年２月２２日（金） 

   開催場所   岡山県矢掛町「矢掛屋」（※視察研修にて実施） 

   講  師   株式会社シャンテ 代表取締役社長 安達 精治 氏 

                    株式会社やかげ宿  代表取締役専務  繁森 良二 氏 

    参加人数   １２名 

 

 

５ 視察研修 
 

視察研修先  岡山県矢掛町「矢掛屋」他 

   視察日    平成３１年２月２２日（金）～２３日（土） 

   参加人数   １２名 

 

 

６ 新年会 
 

   開催年月日  平成３１年１月３０日（水） 

   開催場所   プロフーモ 

   参加人数   １２名 

 

 

７ 親睦会 【親睦パーティー】 
 

   開催年月日  平成３０年１０月１９日（金） 

   開催場所   クラブハウス セフィロト 

   参加人数   ９６名／１９社 

 

 

 

 

 

 



 

８ 岡山県青年中央会主催行事への参加 
 

（１）平成３０年度通常総会・講演会 

   開催年月日  平成３０年５月１５日（火） 

開催場所   岡山プラザホテル 

講 師    アマゾンジャパン合同会社 本部長 渡辺 弘美 氏 

   テーマ    「Ａｍａｚｏｎが大切にする“毎日がＤａｙ１”」 

   出席者数   ２名（高原・小林） 

 

（２）平成３０年度新年会・講演会  

   開催年月日  平成３１年１月２３日（水） 

開催場所   岡山プラザホテル 

講 師    日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 西脇 資哲 氏 

   テーマ    「AI&IoTで繋がる変わる近未来 これからの時代を生き抜くために」 

   出席者数      ８名（高原・髙谷・林・石本・中田・岡野・高田・小林） 

  

（３）役員会 

   ①第２回役員会  開催年月日  平成３０年５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 
 

   ②第３回役員会  開催年月日  平成３０年６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 
 

   ③第４回役員会  開催年月日  平成３０年７月１９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 
 

④第８回役員会  開催年月日  平成３０年１１月６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９回役員会  開催年月日  平成３０年１２月１４日（金） 

            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 11回役員会  開催年月日  平成３１年２月１２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 
 

⑦第 12回役員会  開催年月日  平成３１年３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 

 

（４）青年中央会ビジネススクール 

   ①開催年月日  平成３０年１０月１７日（水） 

    開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

講 師    YPYエデュケーション マネージャー 土居 裕介 氏 

    テーマ   「社員を活かす育成採用法 類人猿性格分類セミナー」 

    出席者名   ２名（高原・林） 
 

   

 

 



 

   ②開催年月日  平成３０年１１月２１日（水） 

    開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

講 師    株式会社 Gentle 代表取締役 中村 成博 氏 

    テーマ   「記憶力･集中力･効率を高めて業績アップ！脳トレ速読のコツ」 

    出席者名   高原 丈徳 
  

   ③開催年月日  平成３１年２月２０日（水） 

    開催場所   第一セントラルビル５階 貸会議室 

講 師    ブリッジソリューションズﾞ株式会社代表取締役 阿部満氏 

    テーマ   「小規模企業だからの IT活用セミナー生産性向上とコスト削減」 

    出席者名   ２名（高原・伊丹） 
 

   

（５）その他行事等 

   ①第２１回岡山県中小企業団体親睦ボウリング大会 

開催年月日  平成３０年８月３日（金） 

開催場所   岡山ジョイポリス 

参加者名   高原 丈徳 
 

②平成３０年度“ちいさな企業”おかやま未来サポート会議 

    開催年月日  平成３０年８月３０日（木） 

    開催場所   花美人の里 

    出席者名   高原 丈徳 
 

   ③スピーチクリニックセミナー 

    開催年月日  平成３０年１２月５日（水） 

    開催場所   岡山県中小企業団体中央会 

講 師    スピーチクリニック 人材育成チーフ 小林 朗子 氏 

    テーマ   「エグゼクティブのための『信頼』を呼ぶ話し方講座」 

    出席者名   高原 丈徳 

 

 

９ 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。 

 

 

10 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。 

 

 


