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第44回全鳥連九州ブロック
全国大会
（福岡県）
開催
平成２７年５月２０日（水）福岡市博多区

売業を含め１４業種の生衛団体がある。生

の博多サンヒルズホテルに於いて全国から

衛中央会をはじめこの生衛団体で消費者に

組合員はじめ来賓・関係団体等２００名を

対し安全をモットーに頑張っている。福岡

超す参加者で、第４４回全鳥連九州ブロッ

市はアジアの玄関口として国際便も多く、

ク全国大会（福岡県）が盛大に開催された。

市内中心部へのアクセスも非常に便利で、

東京食鳥組合の鈴木章夫理事長より開会の

九州の政治、経済、文化の中心都市として

辞、引き続き地元福岡県の新井眞一理事長

エネルギッシュな街であり、県内には鶏肉

より「消費者の安全安心の関心がますます

を使用した郷土料理も数多く、全国でもト

高まっているが、我が業界も引き続き安全

ップの鶏肉消費地である。懇親会では福岡

安心の鶏肉を提供し、信頼を得る一層の努

のいくつかの種類の鶏肉を楽しんでいただ

力が必要と思っている。福岡県は食鳥肉販

きたい」と歓迎の辞を述べられた。

全鳥連第44回全国大会式典

−２−

続いて、全鳥連井元

弘会長は「福岡県は

き、香川県食鳥組合の吉田道数理事長が閉

九州の代表として非常に元気のある県であ

会の辞を述べて全国大会を終了。

り、今回の大会にあたっては文句の付けよ

懇親会に移り、全鳥連副会長の鈴木忠氏の

うのない準備をしていただいた。感謝した

開宴の挨拶で懇親会が開催された。

い。業界としては世の中の変化が激しいが、 次期開催地埼玉（関東ブロック）を代表し
それに即した対応をしっかりやっていくこ

て、埼玉県の山田和弘理事長に、大会旗が

とが業界としても肝要と心得ている」とあ

手渡された。「今大会に負けないように精

いさつをした。

一杯来年は頑張りたい」と意気込みを披露

続いて、福岡県青年部長の新井誠氏より、

した。

「一、守ろう！鮮度が命の国産鶏肉。一、

全鳥連専務理事の齋藤武彦氏の閉宴の辞で

会員増強を図ろう」と大会宣言をした。

懇親会が盛会裡に終了した。

引き続き、表彰式が行われ、来賓祝辞と続

表

彰

平成２７年５月２０日（水）博多サンヒルズホテルに於いて、第４４回全鳥連九州ブ
ロック全国大会（福岡県）が開催されました。その席上、生活衛生の普及啓蒙ならび
に組合経営に貢献し功績のあった各氏が表彰されました。
当組合関係の受賞者は次の通りです。（順不同・敬省略）
１）厚生労働省健康局長表彰
堀部

和夫（㈲とり常）

２）全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会会長表彰
芝池

正博（㈱チアフルフーズ）・山内

康至（㈱小嶋家）

谷

孝之（鳥秀商店）

尚司（山田商店）

・山田

この度、受章された各位には組合員一同心からお祝い申し上げ、今後更なるご活躍を
祈念いたします。

冷凍蘆冷蔵蘆空調蘆企画蘆設計蘆製作蘆施工蘆修理

H. R. C.

本社工場

〒547−0001
大阪市平野区加美北３丁目７番13号

TEL大阪（06）6792−4511㈹
FAX（06）6792−4584

夜間（06）6792−4590

−３−

こんにちは組合です
会

議
５月８日㈮

藺会計監査

ＰＭ３：００〜

於

大阪食鳥会館

平成２６年度損益計算書、貸借対照表、財産目録ならびに関係帳簿
について監査を受けた。
監査
藺消費促進宣伝部会

谷

和宜・小畑
６月５日㈮

雅嘉・宇田

周二

ＰＭ２：００〜

於

大阪食鳥会館

（関西鶏卵流通協議会との打合せ会）
１．親子丼の日キャンペーン参加について
２．その他
藺平成２７年度通常総会

６月５日㈮

ＰＭ４：００〜

第１号議案

平成２６年度事業実績報告書承認の件

第２号議案

平成２６年度事業収支決算書承認の件

第３号議案

平成２７年度事業計画（案）承認の件

於

大阪食鳥会館

第４号議案 平成２７年度収支予算（案）及び賦課金の賦課並びにその徴収方法
（案）承認の件
藺全鳥連青年部全国大会（大阪）第３回実行委員会
６月２７日㈯
議

題

ＰＭ４：００〜

於

大阪食鳥会館

１．事務局担当者について
２．第１・２部（総会・研修会）担当者について
３．第３部（懇親会・２次会）担当者について
４．次期開催日程について
５．その他

蘆大阪府食鳥肉販売業生活衛生同業組合推奨蘆

取扱商品：サラダ油・醬油・味付塩コショー・中ザラ糖
片栗粉・みりん・マイソフトグリーン（洗剤）他

㈱宏栄

TEL（0729）60−9331
FAX（0729）60−9334

〒578−0921 東大阪市水走 5 丁目 4 −23

−４−

渉外事業
５月

１日㈮

氷雪業生活衛生同業組合献氷祭並びに冷凍氷業界物故者慰霊祭

５月

７日㈭

大阪府憲法施行記念式並びに知事表彰式

５月１４日㈭

大阪府食肉公正取引協議会常務会

５月１５日㈮

第３３回大阪府食生活改善連絡協議会総会

５月１５日㈮ (公財)大阪府生活衛生営業指導センター定時評議員会
５月１５日㈮ (公財)大阪府生活衛生営業指導センター第１回臨時理事会
５月１５日㈮

大阪府生活衛生同業組合協議会第２回理事会

５月２０日㈬ 全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会第４４回九州ブロック全国
大会（福岡県・２日間）
５月２６日㈫ (一社)日本食鳥協会関西支部平成２７年度通常総会
５月２７日㈬

(公社)大阪食品衛生協会三役会・第１回理事会

５月２８日㈭

平成２７年度大阪市消費生活合理化協会総会

５月２９日㈮

全国食肉公正取引協議会通常総会

６月

１日㈪

守口門真生活衛生協力会平成２７年度優良施設表彰式

６月

２日㈫ (一社)日本食鳥協会第１回小売部会運営委員会

６月

３日㈬ (一社)日本食鳥協会第１回理事会

６月

３日㈬

第９３回全旅連全国大会

６月１１日㈭

大阪府食肉公正取引協議会第３６回通常総会

６月１６日㈫

平成２７年度(公社)大阪食品衛生協会総会並びに近畿ブロック大会

６月１８日㈭ (一社)日本食鳥協会第５５回定時総会
６月１９日㈮ (一社)全国生活衛生同業組合中央会理事会
６月１９日㈮

㈱全国食鳥新聞社株主総会

６月２４日㈬

大阪市城東区食品衛生協会平成２７年度定期総会

６月２６日㈮ (公財)大阪府生活衛生営業指導センター第１回臨時評議員会
６月２６日㈮ (公財)大阪府生活衛生営業指導センター第２回臨時理事会
６月２６日㈮ 第４９回大阪府生活衛生同業組合協議会通常総会及び(公財)大阪府生活
衛生営業指導センター合同懇親会
６月３０日㈫

衆議院議員中山泰秀政経パーティー

−５−

平成27年度組合通常総会開催
平成２７年度通常総会は、平成２７年６月５日（金）午後４時から大阪食鳥会館に於いて
開催された。
山本才司専務理事の司会により、吉川義孝副理事長が開会の辞を述べ、引き続き井元
理事長のあいさつの後、引き続き、井元

弘理事長を議長に議案審議に入った。

第１号議案

平成２６年度事業実績報告書承認の件

第２号議案

平成２６年度収支決算書承認の件

第３号議案

平成２７年度事業計画（案）承認の件

第４号議案 平成２７年度収支
予算（案）及び賦
課金の賦課並びに
そ の 徴 収 方 法
（案）承認の件
上程議案総て原案通り可決承認
され、井土賢一副理事長の閉会
の辞で総会を終了した。

★とり肉専門店推奨品★

油よごれが少なく、おいしく
きれいに仕上がります。
〔製造元〕

日本製粉株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 TEL. 03-3350-2411
大阪支店食品営業部
TEL. 06-6448-6401

http://www.nihonshokken.co.jp/

（家庭用）70ｇ×10×4

（業務用）2㎏×5

〔発売元〕全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会

〒110-0004 東京都台東区下谷2-1-10 伊尾ビル TEL. 03-3876-1680

大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18
新大阪和幸ビル３階
TEL：06-6150-1161

弘

−６−

平成27年度
青年部通常総会開催される
当組合青年部の通常総会が、平成２７年５月９日（土）午後４時００分から、大阪市中央
区の「ハートンホテル南船場」で開催された。山本才純氏の司会で進行し、中川丈城会長
が挨拶を述べた。
続いて議案審議に移り、
第１号議案 平成２６年度事業実績報告書承認の件
第２号議案 平成２６年度収支決算書承認の件
第３号議案 平成２７年度事業計画（案）承認の件
第４号議案 平成２７年度収支予算（案）承認の件
第５号議案

役員改選（案）承認の件

５議案いずれも原案どおり可決承認された。
役員改選は、今年の１０月３１日に全鳥連青年部全国大会が大阪で開催することから、準
備の為２月に臨時総会を開き芝池宏訓氏を新会長として決定していましたが、改めて新会
長に選任された芝池宏訓新会長は「精いっぱい努力するのでご指導、ご鞭撻をお願いした
い」と協力を呼びかけた。
続いて井元

弘理事長より「青年部の活動は、社会的なマナーを身につけるにも良い機会

だ。皆さんは地元の各団体で要職に
つかれる方も多いと思うが、総会の
進行の仕方や役員の席の配置など、
ここで学ぶことができる」と述べら
れた。
田中靖章氏の閉会の辞で終了した。
青年部の新役員は次の通りです。
会

長

芝池宏訓

副 会 長

宇田

会

計

山本才純

章

会計監査

津村佳彦
中川丈城

青年部新役員

食鳥肉用包丁の専門メーカー

兼 松 工 業 株 式 会 社
〒501−3265 岐阜県関市小瀬2255−1
☎ ０５７５−２２−１２９１
ＦＡＸ０５７５−２２−１２９０

