
徳 卜協青年部発第 17号

平成26年 9月 16日

(公社)全日本 トラック協会青年部会

各ブロック代表 各位

四国 トラック青年協議会

会 長  谷山 正

【会長印省略】

平成 26年度 (公社)全日本 トラック協会青年部会

四国ブロック大会の開催について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協議会の活動に格別のご理解とご協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

さて、当協議会では、 (公社)全日本 トラック協会の後援を得て、標記について毎年

四国四県が持ち回りで開催 しているところでございますが、本年度は徳島県が担当県と

して男J添のとおり開催することとなりました。

つきましては、ご多忙のところ恐縮に存じますが、貴ブロック所属の各都道府県青年

組織の方々に多数のご参加を頂きたく、ご案内申し上げます。

出欠につきましては、各県で取りまとめの上、徳島県 トラック協会青年部事務局あて

に、月J紙参加申込書をFAXに て、平成 26年 10月 3日 (金)までにお申し込みくだ

さるようお願い申し上げます。

敬具

※当日は、研修会の中で徳島県 トラック協会青年部の 30周年記念式典を開催致します。
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平成 26年度 (公社)全日本 トラック協会青年部会

四国ブロック大会

1.開催日時 平成 26年 11月 8日 (土)14時 00分～ 19時 00分

2.開催場所  「徳島グランブィリオホテル」

徳島県徳島市万代町3-5-l TEL0 8 8(624)2375

3。 研 修 会

【開会・来賓挨拶】   14時 00分～14時 50分

～ 休憩 10分 ～

【講演】   15時 00分～ 16時 30分
「演題 運送業界を正しく知り、運送会社を選んでもらうために

～運送業界でやるべきこと。運送会社がいまできること。～」

「講師 株式会社プロデキューブ 高柳 勝二 殿」

【徳 卜協青年部

30周年記念式典】   16時 30分～ 16時 50分

～ 休憩 0移動 10分 ～

【交流懇親会】   17時 00分～ 19時 00分

4.参 加 費  お一人につき 10, 000円

5。 申込方法  各都道府県でお取りまとめの上、別紙申込書にて 10月 3日 (金)

までに徳 卜協青年部事務局宛てにお申込みください。

FAX 【088-632-4701】

6。 納入方法  参加費を各都道府県ごとにお取りまとめの上、二次会の会費も含めて 10月 22
日 (水)ま でに下記口座へお振込みしていただきますようお願い致します。

振 込 先  阿波銀行 田宮支店 普通 292424
徳島県 トラック協会青年部

※振込手数料は各県にてご負担願います。

7.宿  泊  「徳島グランヴィリオホテル」

宿泊費 7, 900円 (朝食付き)

※宿泊費は、フロントにて各自お支払いください。

8。 事 務 局  (一社)徳島県トラック協会 青年部 事務局

TEL:088‐ 632・8810 FAX:088‐ 632Ⅲ 4701

担当 :高野



徳島グランヴィリオホテル 徳島県徳島市万代町 3‐ 5‐ 1 ■088・ 624‐ 1111

阿波おどり空港からのアクセ 【地図上で確認】

◆タクシー 約 25分 (約 3,000円 )

※所要時間及び料金は、道路状況や時間帯などによつて異なります

◆徳島阿波おどり空港リムジンバス 約 40分 (バス :440円 、タクシー :約 1,000円 )

JR徳島駅前バス停にて下車後、タクシーに乗り換え

JR徳島駅からのアクセス 【地図上で確認】

◆タクシー 約 10分 (約 1,000円 )

※所要時間及び料金は、道路状況や時間帯などによつて異なります

◆徒歩 約 20分 (距離 :約 2km)

自家用車利用の場 【地図上で確認】

◆神戸・淡路・鳴門自動車道、高松自動車道 鳴門 ICか ら約 13km(約 25分 )

◆徳島自動車道 徳島 ICか ら約 4.5km(約 10分)

※無料駐車場完備 (200台 )

※所要時間は、道路状況や時間帯などによつて異なります
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徳 卜協青年部発 18号

平成 26年 9月 16日

(公社)全日本 トラック協会青年部会

各ブロック代表 各位

四国 トラック青年協議会

会 長  谷山 正

【会長印省略】

平成 26年度 (公社)全 日本 トラック協会青年部会

四国プロック大会開催に伴 う二次会・親睦ゴルフのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協議会の活動に格別のご理解とご協力を賜 り厚くおネL申 し上げます。

さて、標記大会の開催に伴い、下記の通 り二次会及び親睦ゴルフを開催 しますのでご

案内いたします。

出欠につきましては、各県で取りまとめの上、徳島県 トラック協会青年部事務局あて

に、男J紙参カロ申込書をFAXに て、平成 26年 10月 3日 (金)までにお申し込みくだ

さるようお願い申し上げます。

敬具

記

1.二 次 会  ブロック大会後、徳島市内の会場で二次会を開催致します。

※会費 1名  5, 000円 (事前に参加費とお振込み願います)

※参カロ人数に応じて会場を数力所に分け、当方にて割り振りさせてい

ただきますので予めご了承ください。

2.親睦ゴルフ  日 時 平成 26年 11月 9日 (日 )

場 所  「サンピアゴルフクラブ」

徳島市入田町安都真 215・ l Ъ088‐ 644‐ 0777

◆スター ト  10時 10分

◆参カロ費   3, 000円   ◆プレイ費  19,480円
◆表彰式   終了後、表彰式を開催します

以 上



サンピアゴルフクラブ 徳島県徳島市入田町安都真 215-1 ■088・644‐0777

グランヴィリオホテルより 【地図上で確認】

◆距離 :約 14km
◆所要時間 :約 30分 (車)

阿波おどり空港より 【地図上で確認】

◆距離 :約 27km
◆所要時間 :約 45分 (草)

【地図上で確認】

◆距離 :約 13km
◆所要時間 :約 30分 (車)

※所要時間は、道路状況や時間帯などによつて異なります



(別紙)

徳島県トラック協会

青年部 事務局 宛

(FAX:088-632-4701)

平成26年度 (公社)全 日本トラック協会青年部会

四国ブロック大会参加申込書

フリガナ

氏 名

団体名 役職名

会社名 役職名

会社住所

一Ｔ

電話番号

FAX番号

研修会 参加する 参加しない

交流会 参加する 参加しない

二次会 参加する 参加しない

宿 泊
希望する  日 希望しない

「徳島グランヴィリオホテル」

宿泊希望される方 禁煙  ・ 喫煙

ゴルフ

参加する 参加しない

生年月日 年 齢

交通手段
【宿泊先ホテル(          )→ ゴルフ場】

手配の必要あり ・ 必要なし


