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平成29年度組合通常総会開催

需要拡大を取り込める仕組み考えたい
平成２９年度通常総会は平成２９年６月 について審議した結果、異議なく満場一致
１日(木)午後５時から、大阪食鳥会館に於い で可決承認された。
て開催された。
続いて、井土賢一副理事長の閉会の辞で
まず、齊藤俊徳専務理事の司会で、水野正 総会を終了した。
治副理事長の開会のあいさつに続き、田中
引き続き、懇親会に入り、乾杯あいさつ
靖章理事長はあいさつで「鶏肉をコンビニ で井元 弘理事顧問が「日本経済は変化が
などが販売を拡大したことで国産鶏肉需要 目まぐるしくなってきたが、食鳥において
が高まる一方で、相場が上がり、われわれ も例外ではない。それを常に念頭に置いて、
の販売チャンネルからすれば決して追い風 日々の経営に尽力いただきたい」と強調さ
ばかりとはいえない。その需要拡大の恩恵 れた。
を取り込んでいける仕組みをつくれないか、 和やかに情報交換を交わすなど親睦が深
皆様とともに考えていきたい」と述べられ められ、寺内正人副理事長による大阪締め
で閉宴した。
た。
田中靖章理事長を議長に議案審議に入り
第１号議案 平成２８年度事業実績報告書
承認の件
第２号議案 平成２８年度収支決算書承認
の件
第３号議案 平成２９年度事業計画(案)承認
の件
第４号議案 平成２９年度収支予算(案)及び
賦課金の賦課及びに徴収方法(案)
承認の件
第５号議案 振興計画の変更認定申請に関
平成２９年度通常総会
する承認の件
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こんにちは組合です
会

議

藺会計監査

５月８日㈪ ＰＭ３：００〜 於 大阪食鳥会館
平成２８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

藺消費促進宣伝部会 ５月８日㈪ ＰＭ４：００〜 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

藺第２２１回理事会 ５月１３日㈯ ＰＭ５：００〜 於 大阪食鳥会館
議
題 １．平成２９年度通常総会の日程について
２．平成２９年度通常総会進行予定表について
３．平成２９年度通常総会議案書（案）について
⑴ 平成２８年度事業実績報告について
⑵ 平成２８年度収支決算書について
⑶ 平成２９年度事業計画（案）について
⑷ 平成２９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 振興計画の変更認定申請に関する承認について
４．第４６回全鳥連中部ブロック全国大会（岐阜県）について
５．その他
６．報告事項
藺平成２９年度通常総会 ６月１日㈭ ＰＭ５：００〜 於 大阪食鳥会館
第１号議案
平成２８年度事業実績報告書承認の件
第２号議案
平成２８年度事業収支決算書承認の件
第３号議案
平成２９年度事業計画（案）承認の件
第４号議案
平成２９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
振興計画の変更認定申請に関する承認の件

渉外事業
５月 ８日㈪
５月１１日㈭
５月１６日㈫
５月１８日㈭
５月１９日㈮
５月２９日㈪
６月 ４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１９日㈪
６月１９日㈪
６月２１日㈭
６月２６日㈪
６月２７日㈫
６月２８日㈬
６月２８日㈬
６月２８日㈬

大阪府憲法施行記念式並びに知事表彰式
(公社)大阪食品衛生協会理事会
(一社)日本食鳥協会関西支部平成２９年度通常総会
大阪府食肉公正取引協議会理事会
(公財)大阪府生活衛生営業指導センター第１回通常理事会
(公社)大阪食品衛生協会平成２９年度通常総会
全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会第４６回中部ブロック全国大会（岐阜県）
自由民主党大阪政経懇談会
(一社)日本食鳥協会平成２９年度日本畜産物輸出促進協議会鶏肉輸出分科会総会
(一社)日本食鳥協会第１回小売部会運営委員会
(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
大阪府食肉公正取引協議会第３８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
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５６回定時総会
全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会第１回執行部会
(公社)大阪食品衛生協会食の安全安心啓発ポスター・標語コンクールの審査会
(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
大阪府生活衛生同業組合協議会第２回理事会
第５１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
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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
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お知らせ
１．食鳥処理衛生管理者資格取得講習開催（大阪）
（公社）大阪食品衛生協会より下記のとおりの開催案内がありました。
つきましては、別添実施要領・受講申込書等の資料を同封致しましたので、受講ご希望の方は（公社）大阪食品衛生協会
までお申込み下さい。
日
時
平成２９年９月６日（水）・７日（木）・８日（金）
（午前９時００分〜午後６時００分）
場
所
ＴＫＰ大阪北浜会議室
（大阪日精ビルディング５階 大阪市中央区北浜東１−２６）
＊アクセス 京阪電車「天満橋駅 西口」より徒歩４分
市営地下鉄 堺筋線「北浜駅」より徒歩６分
受 講 料
４０,０００円（テキスト代、消費税を含む）
申込期間
平成２９年８月１日㈫〜８月２５日㈮
申 込 先
公益社団法人 大阪食品衛生協会
〒541!0044 大阪市中央区伏見町２−４−６ 大阪薬業クラブ
TEL 06!6227!5390
FAX 06!6232!0417
２．平成３０年「優秀標」交付申請受付について
大阪市では、積極的な設備改善と衛生的取扱いの向上に努め、特に優秀な衛生状態を保持するとともに、コンプライアン
スや危機管理にも優れており、一般消費者や市民から信頼される施設に「優秀標」を交付致します。
「優秀標交付施設」は、営業の種類・施設の名称・所在地・営業者の氏名を大阪市のホームページに掲載致します。
詳細は大阪市ホームページでご覧頂けます。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026310.html
受付期間：９月１日（金）〜２１日（木）
〈お問い合わせ〉大阪市健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ TEL 06!6208!9991
３．大阪食鳥組合事務所業務時間のお知らせ
業務曜日
月曜日〜金曜日 （祝・土・日は休み）
業務時間
午前１０時００分〜午後５時００分
ＴＥＬ
０６−６４６１−３４９８
ＦＡＸ
０６−６４６１−７１２６
Ｅ!mail：info＠opg.or.jp

表

彰

平成２９年６月４日（日）岐阜グランドホテルに於いて、第４６回全鳥連中部ブロック全国大会（岐阜県）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
長濱 知幸（鳥 長）
２）全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会会長表彰
八百 憲治（鳥 徳）
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。

★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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平成29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２９年６月 引き続き、芝池宏訓氏の司会で懇親会を開催。
１７日（土）午後５時００分から、大阪市中央 井元克典副理事長の乾杯の音頭で懇親会に移り、
区日本橋の「とり鹿」で開催された。谷内 修 情報交換と明日への希望を語りながら和やかな
氏の司会で進行し、宇田 章会長より「天候も 歓談が行われた。
景気もイマイチ晴れない状況ではあるが、一致 最後に、長濱知幸氏により大阪締めで懇親会を
団結して頑張っていこう」と挨拶を述べられた。 終了した。
青年部の新役員は次の通りです。
続いて議案審議に移り、
長
宇田 章
第１号議案 平成２８年度事業実績報告書承認 会
副 会 長
山本才純
の件
計
津村泰弘
第２号議案 平成２８年度収支決算書承認の件 会
中川丈城・芝池宏訓
第３号議案 平成２９年度事業計画（案）承認 会計監査
の件
第４号議案 平成２９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 章会長挨拶の後、田
中靖章理事長より「最近は、青年部も親会と同
様に組合員の減少や出席率の低下といった課題
はあるが、今後も会を通じて親睦を含めて難局
を乗り切って行きましょう」と祝辞を述べられ
た。
水野 正治副理事長の閉会の辞で青年部通常総
会を終了した。
青年部総会

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

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

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

