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平成28年度組合通常総会開催
新理事長に田中靖章氏が就任

平成２８年度通常総会は、平成２８年６月
２日（木）午後６時から大阪食鳥会館に於
いて開催された。

審議に入った。

寺内正人副理事長の司会により、吉川義孝
副理事長が開会の辞を述べ、引き続き井元
弘理事長のあいさつで「意見というのは誰
かが発言しないと、なかなか後へ続いて出
てこない。先日、全国食肉公正取引協議会

第２号議案 平成２７年度収支決算書承認
の件
第３号議案 平成２８年度事業計画（案）
承認の件

での会議の場で広告などに掲載されている
写真に『写真はイメージです』という表記
があることについて、取りようによっては
逃げ道をつくっているようなものではない

及び賦課金の賦課金並びに
その徴収方法（案）承認の件
第５号議案 役員改選
について審議した結果、異議なく満場一致

かと発言させていただいたが、私の発言に

で可決承認された。このうち役員改選では

続いてさまざまな意見が飛び交った。本組
合でも、議論すべき話題についてはひとり
ひとりが積極的に発言し、いま一度この組
合の存在意義を高めていただきたい」と述

田中靖章氏が新理事長に就任された。
続いて井元 弘前理事長退任にあたり、執
行部から井元 弘前理事長に記念品が贈呈
された。井元 弘前理事長は「大胆にも
３３年という長きにわたり理事長という役

べ引き続き、井元

弘理事長を議長に議案

新執行部一同

第１号議案 平成２７年度事業実績報告書
承認の件

第４号議案 平成２８年度収支予算（案）

田中靖章新理事長

−２−

を任せていただいた。田中靖章氏という素
晴らしい方が後任に選ばれ、幸せに思う。
皆さまには無理を申し上げることも多々あ
ったと思いますがその都度、寛大に対応い
ただき、今日を迎えられた。心から感謝申
し上げます。今後とも大阪の食鳥のため、
皆さまとともに歩んでまいりたい」とあい

表

さつ。また、田中靖章新理事長は「井元
弘前理事長はじめ、新執行部の皆さま、組
合員の皆さまと協力し、微力ながら自分に
出来ることを全うしていきたい」と就任の
あいさつを述べた。新執行部役員による記
念撮影が行われ、井土副理事長の閉会の辞
で総会を終了した。

彰

平成２８年６月５日（日）浦和ロイヤルパインズホテルに於いて、第４５回全鳥連関
東ブロック全国大会（埼玉県）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）厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰
小畑 雅嘉（鳥 辰）・谷
和宜（鳥

清)

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 宏訓（㈱チアフルフーズ）
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。

訃

報

藺組合員辰己隆幸氏（８４才鳥伊・生野区）には平成２８年５月５日にご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げます。
なお、告別式は５月８日生野区のシーン本館において執り行われました。
喪主は辰己英也様（次男）
藺組合副理事長田中靖章氏（鳥藤たなか・旭区）のご母堂廣子殿（８３才）には平成
２８年５月２５日にご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。
なお、告別式は５月２７日浪速区のベルコシティーホール桜川において執り行われ
ました。
喪主は田中靖章様（長男）
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こんにちは組合です
会

議

藺第２１８回理事会 ５月６日㈮ ＰＭ５：００〜 於 大阪食鳥会館
議
題 １．平成２８年度通常総会議案書（案）について
⑴ 平成２７年度事業実績報告について
⑵ 平成２７年度収支決算書について
⑶ 平成２８年度事業計画（案）について
⑷ 平成２８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）について
⑸ 役員改選（案）について
２．平成２８年度通常総会日程について
３．平成２８年度通常総会進行予定表について
４．第４５回全鳥連関東ブロック全国大会（埼玉県）について
５．平成２８年度国庫補助金について
６．報告事項
藺会計監査

５月１０日㈫ ＰＭ３：００〜 於 大阪食鳥会館
平成２７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 谷 和宜・小畑 雅嘉・宇田 周二

藺平成２７年度通常総会 ６月２日㈭ ＰＭ６：００〜 於 大阪食鳥会館
第１号議案
平成２７年度事業実績報告書承認の件
第２号議案
平成２７年度事業収支決算書承認の件
第３号議案
平成２８年度事業計画（案）承認の件
第４号議案
平成２８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
第５号議案
役員改選の件
藺消費促進宣伝部会 ６月１３日㈪ ＰＭ３：００〜 於
（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

大阪食鳥会館

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
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渉外事業
５月 ６日㈮
５月 ８日㈰
５月１２日㈭
５月１７日㈫
５月３１日㈫
６月 ３日㈮
６月 ５日㈰
６月 ６日㈪
６月 ６日㈪
６月 ７日㈫
６月 ７日㈫
６月 ８日㈬
６月 ９日㈭
６月１７日㈮
６月２１日㈫
６月２１日㈫
６月２２日㈬
６月２３日㈭
６月２９日㈬
６月２９日㈬
６月２９日㈬

大阪府憲法施行記念式並びに知事表彰式
参議院議員北川イッセイ第３２回「どこへ行くＮＩＰＯＯＮ」セミナー
大阪府食肉公正取引協議会常務会
(一社)日本食鳥協会関西支部平成２８年度通常総会
(公社)大阪食品衛生協会平成２８年度通常総会
(公財)全国生活衛生営業指導センター第１回理事会
全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会第４５回関東ブロック全国
大会（埼玉県）
(一社)日本食鳥協会第１回小売部会運営委員会
衆議院議員中山泰秀政経パーティー
(一社)日本食鳥協会第１回理事会
(一社)日本食鳥協会第１回国産鶏肉市場活性化事業実行委員会
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会全国大会
大阪府食肉公正取引協議会第３７回通常総会
(公財)大阪府生活衛生営業指導センター定時評議員会
(一社)全国生活衛生同業組合中央会理事会・総会
(公財)全国生活衛生営業指導センター理事会
大阪市城東区食品衛生協会平成２８年度定期総会
(一社)日本食鳥協会第５６回定時総会
(公財)全国生活衛生営業指導センター臨時理事会
大阪府生活衛生同業組合協議会第２回理事会
第５０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

★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

（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
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第45回全鳥連関東ブロック
全国大会
（埼玉県）
開催
平成２８年６月２日（日）埼玉県さいたま市の浦和ロイヤルパインズホテルに於いて全国
から組合員はじめ来賓・関係団体等１７０名を超す参加者で、第４５回全鳥連関東ブロッ
ク全国大会（埼玉県）が盛大に開催された。
鈴木章夫全鳥連副会長より開会の辞、引き続き開催県の山田和弘理事長より「埼玉県組合
は組合員数が２２名と少ないメンバーで楽しい大会にしようと邁進してきました。関東ブ
ロックの協力を頂き多くの協賛を得ることができました。年一回の本大会の場を活かして
頂くよう語り合って、意義あるものとしていただけたらと思います」と歓迎の辞を述べら
れた。
続いて、全鳥連井元

弘会長は「国産鶏肉の価値を消費者にアピールして、専門店として

の存在価値を高め評価を受けることが、顧客の獲得につながる」とあいさつをした。
続いて、埼玉県食鳥組合の松村平也副理事長より、「一、守ろう！鮮度が命の国産鶏肉。
一、会員増強を図ろう」と大会宣言をした。
引き続き、表彰式が行われ、来賓祝辞と続き、全鳥連副会長の吉田道数氏が閉会の辞を述
べて全国大会を終了。
懇親会に移り、全鳥連副会長の鈴木

忠氏の開宴の挨拶で懇親会が開催された。

次期開催地中部ブロック
（岐阜大会）を代表して
岐阜県の荒井幹広理事長
に、大会旗が手渡された。
「来年は頑張りますので
多くの参加をお願いしま
す」と意気込みを披露し
た。
全鳥連専務理事の齋藤武
彦氏の閉宴の辞で懇親会
が盛会裡に終了した。

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

全鳥連第45回全国大会式典

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
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平成28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２８年６月１８日（日）午後５時００分から、大阪市中
央区の「はり重

大宝寺店」で開催された。嶋中隆治氏の司会で進行し、芝池宏訓会長が

挨拶を述べた。
続いて議案審議に移り、
第１号議案

平成２７年度事業実績報告書承認の件

第２号議案

平成２７年度収支決算書承認の件

第３号議案

平成２８年度事業計画（案）承認の件

第４号議案

平成２８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。
新会長に選出された宇田

章新会長は「親会と連携をとりながら青年部の運営をしていき

たい。皆さまのご協力お願いします」と挨拶。
続いて田中靖章新理事長より「親会ではできない会話や経験をしていただき、仕事のプラ
スにして頂きたい」と祝辞を述べられた。
谷内

修氏の閉会の辞で終了した。

引き続き、水野正治副理事長の司会で懇親会を開催。
井元

弘顧問の乾杯音頭で懇親会に移り、情報交換と明日への希望を語りながら和やかな

歓談が行われた。
最後に水野正治副理事長により
大阪締めで懇親会を終了した。
青年部の新役員は次の通りです。
会

長

宇田

章

副 会 長

山本才純

会

津村泰弘

計

会計監査

中川丈城・
芝池宏訓
青年部総会

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
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