
 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合   ２０１９年度 第４回 理事会 次第 

 日 時 ： ２０１９年９月５日（木） 

   １５：００～１７：００ 

 
場 所 ： いその㈱ 3F会議室 

名古屋市東区相生町 55番地 

 司 会 ： 事務局長 原野 裕 

１． 開会 １５：００ 事務局 

２． 出席者の確認  事務局 

３． 配布資料の確認  事務局 

４． 理事長挨拶  理事長 磯野正幸 

５． 議事録作成者ならびに署名者の指名  事務局 

６． 議題確認  事務局 

７． 前回議事録の確認   

８． 報告事項   

 １） その他  事務局 

９． 審議事項（本日確定させる内容）   

 １） ２０１９年度 秋の 1泊２日勉強会について（11月 10・11日）  名古屋・ﾋﾞﾆｰﾙ分科会 

 ２） その他  事務局 

１０． 協議事項（次回理事会にて、確定させる内容）   

 １） ２０１９年度賀詞交歓会について（1月 12日）  名古屋・ﾋﾞﾆｰﾙ分科会 

 ２） ２０１９年度新春講演会について（1月 12日）  尾張分科会 

１１． 討議事項（次回協議になる内容）   

 １） その他   

１２． 意見交換  司会 

 １） 市況   

 ２） 分科会、ユース会   

１３． 連絡事項  司会 

 １） 今後のスケジュール    

１４． 次回開催日の確認  司会 

  日時 ： ２０１９年１２月５日（木）  １５：００～１７：００   

  場所 ： いその㈱ 3F会議室   

１５． 閉会の辞 １７：００ 事務局 

その他資料/2019年度　出席表.pdf
議事録　第３回理事会.docx
審議事項/2019年度　秋の1泊2日勉強会/審議資料一式.pdf
協議事項/協議資料一式.pdf
その他資料/2019年度定期議案の流れ.pdf
その他資料/令和元年第5回理事会開催案内.pdf


理事会開催日 5/10 6/2 7/18 7/18 9/5 12/5 1/12 2/6 3/5

役職名 氏名 法人名 1回 2回 3回 懇親会 4回 5回 6回 7回 8回

理事長 磯野正幸 いその㈱

尾張

顧問 植田常幸 永興物産㈱

尾張

副理事長 名古路健司 ㈱名古路商事

ﾋﾞﾆｰﾙ名古屋 ◎分科会長

副理事長 杉浦光行 ㈱ビッグ合成樹脂

三河 ◎分科会長

理事 倉地一秋 ㈱愛北リサイクル

尾張 ◎分科会長

理事 吉田　寿 ㈲日商

尾張

理事 林　睦人 ㈱富士美化成

尾張

理事 山田政晴 東海化成㈱

ﾋﾞﾆｰﾙ名古屋

理事 石神考三 ㈱石神化学工業所

ﾋﾞﾆｰﾙ名古屋

理事 山口智周 ㈲双英化成

ﾋﾞﾆｰﾙ名古屋

監事 大村賢一 ㈱大村化成

ﾋﾞﾆｰﾙ名古屋

理事 藤井清光 フジイ化工㈱

三河

理事 山崎太久 共伸化成㈱

三河

理事 伊藤史朗 ㈱ハマナ化成工業所

三河

理事・監事出席 11人 8人 12人

理事・監事欠席 3人 6人 2人

事務局 原野　裕 ㈲原野化学工業所

三河

会計事務 浅野真 いその㈱

出席者 13人 10人 14人

2019年度

理事13人　監事1人

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 ✖ ✖
磯野理事長

✖ 〇 〇 ✖ ✖

✖ 〇 〇 〇 〇

〇 〇 ✖ ✖ 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 ✖ ✖ 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 ✖
倉地理事

✖ ✖ 〇 ✖ 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 ✖
磯野理事長

✖ 〇

2019年度　愛知県プラスチックリサイクル協同組合　理事会出席名簿

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇



愛知県プラスチックリサイクル協同組合 令和元年第 3 回理事会議事録 

 

 日時：令和元年 7 月 18 日（木） 

場所：いその㈱ 

 

１．開会 

２．出席者の確認 

出席 磯野理事長、杉浦副理事長、名古路副理事長、倉地理事、吉田理事、林理事、 

   山田理事、山口理事、藤井理事、山崎理事、伊藤理事、浅野事務局、原野事務局 

欠席 植田顧問、石神理事、大村理事 

３．配布資料の確認 

４．理事長挨拶 

   これから、定期的にこの理事会を開催致します。みなさまがそれぞれ発言をして、和

気あいあいと意見交換できるようにしたいと考えています。市況の話や、組合の事業に

対しての意見や、質問もしながら、お互いを高めあえるようにしていきたいです。みな

さまの協力がなければ運営できないので、何卒よろしくお願いします。 

５．議事録作成者ならびに署名者の指名 

６．議題確認 

７．報告事項 

１）JPRA 工業会常任理事会議事録より             名古路副理事長 

２）組合アンケート結果     事務局 

８．審議事項 

１）令和元年第４３回通常総会の事業報告   事務局 

・プロジェクターの調整など申し送り。 

審議可決 

２）令和２年定時総会の日程     事務局 

令和２年 ６月７日（日）にて審議可決 

９．協議事項 

１）令和元年秋の１泊２日勉強会について   名古路分科会長 

・場所は、長島温泉オリーブに確定 

・勉強会もしくは工場見学の内容について、次回、検討して提案する。 

２）２０１９年度新春講演会について    倉地分科会長 

・講師については、提案頂いた田中氏で進めていく。 

・講演会のみでの参加も検討（有料） 

・次回までに、案内文書なども提示する 

 



１１．意見交換 

  １）市況 

  ・原産地証明について 

    ・海外市況など 

３）分科会、ユース会報告 

・尾張分科会   ６月２４日 ８名 はなの舞 

・名古屋・ビニール分科会 ６月２６日 ７名参加 たてがみ  

・三河分科会 開催なし 

・ユース会     総会開催 15 名参加 6 月 7 日 

１２．連絡事項 

   １）今後のスケジュール 

１３．次回開催日の確認 

   日時：令和元年９月５日（木） １５：００～１７：００ 

   場所：いその㈱ ３F 会議室 

１４．閉会 

 

 



事業名 開催日

時間 スケジュール 役割 内　　　容 必要備品 担　　　当

17:00 受付
受付準備
会場設営

受付備品の確認
会場レイアウトの確認

名簿 名古屋ﾋﾞﾆｰﾙ分科会

18:00 懇親会

理事長挨拶
理事長
磯野正幸

乾杯
副理事長
名古路健司

20:00 中締め ○○

20:10 二次会開始

21:30 二次会終了

ホテルにて朝食　各自

10:00 研修① グリーンサイクル㈱

12:00 昼食

13:00 研修② ㈱アビヅ

14:30 現地にて解散

11月１１日（月）

愛知県プラスチックリサイクル協同組合　事業タイムスケジュール

11月１０日（日）

秋の勉強会 令和元年１１月１０日、１１日



令和元年９月吉日 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合会 各位 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合   

理事長                     磯野正幸  

名古屋・ビニール分科会分科長   名古路健司 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合  

秋の 1 泊２日勉強会のご案内 

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。早速ではございますが、秋の１泊２日勉強会を下記の要領にて開催させてい

ただきます。本年は、１１日（月）に、家電リサイクル、自動車リサイクルの２件の工場見学も予定しております。何卒ご主旨を

十分ご理解いただき、万障繰り合わせの上ご参加賜りますようお願い申し上げます。ご返信につきましては設営の都合上１０月２

１日（月）までに必ずＦＡＸもしくはメールにてお願いいたします。 

               敬具 

記 

開催日時：令和元年１１月１０日（日）、１１日（月）   

開会：１８：００  受付開始 １７：００ 

開催場所：ガーデンホテルオリーブ https://www.nagashima-onsen.co.jp/olive/ 

住所：三重県桑名市長島町浦安３３３番地 

ＴＥＬ：０５９４－４５－１１１１ 

当日連絡先：原野携帯（０９０－３５８０－５２２７） 

費    用：１５，０００円 

研修① １１日（月）１０：００～ 

    グリーンサイクル株式会社  https://www.greenc.co.jp/ 

住所：名古屋市港区昭和町 13番地 

研修② １１日（月）１３：００～ 

    株式会社アビヅ       http://www.arbiz.co.jp/ 

    住所：名古屋市港区昭和町 14-24 

返信ＦＡＸ        (０５３３)６８-５０９３ 

返信メールアドレス haranokagaku56@gmail.com 

会社名 

お名前 

返信 

10日懇親会 10日宿泊 11日研修① 11日研修② 

 
出席   

欠席 

出席   

欠席 

出席   

欠席 

出席   

欠席 

 

https://www.nagashima-onsen.co.jp/olive/
https://www.greenc.co.jp/
http://www.arbiz.co.jp/


2019年9月5日

愛知県リサイクルプラスチック協同組合　理事各位

ビニール名古屋分科会

見学企業その①　１１月１１日　ＡＭ１０：００～

グリーンサイクル株式会社 https://www.greenc.co.jp/

〒455-0026　愛知県名古屋市港区昭和町13番地

TEL：052-613-5701（代表）　　FAX：052-613-5703

＜見学内容＞　

テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫の家電4品目及びパソコンなどの

解体やリサイクル方法、回収品について、見学させて頂きます。

見学企業その②　１１月１１日　ＰＭ１：００～

株式会社アビヅ http://www.arbiz.co.jp/

〒455-0026 愛知県名古屋市港区昭和町14-24

TEL.052-619-6600 FAX.052-619-6601

＜見学内容＞　

廃自動車を　中心に様々なリサイクル処理工程を見学させて頂きます。

＜審議議題＞

①上記の内容で問題ないか？

②現地集合で問題ないか？

③昼食はどうするのか？

④見学工場へのお礼は？

『令和元年　愛知県リサイクルプラスチック協同組合　秋の勉強会　工場見学に関して』



事業名 開催日 令和2年1月12日

時間 スケジュール 役割 内　　　容 必要備品 担　　　当

13:30 理事会　受付
受付準備　会
場設営

受付備品の確認
会場レイアウトの確認

事務局

14:00 理事会

14:30 新春講演会
賀詞交歓会　受付

受付業務 出席確認・会費徴収
出欠名簿
領収書
名札

事務局

新春講演会 司会 倉地理事

15:00 開会の言葉 吉田理事

講師紹介 林理事

講演 田中真澄氏講演
プ ロ ジ ェ ク タ ー
スクリーン

質疑応答

謝辞 手土産 磯野理事長

閉会の言葉 植田相談役

16:10 閉会

16:30 賀詞交歓会 司会○○

開会の言葉 ○○

理事長挨拶 磯野理事長

乾杯 ○○

中締め ○○

18:00 閉会の言葉 ○○

お見送り 理事会メンバーにて

随時 撮影
随時撮影
します。

事務局

新春講演会・賀詞交歓会

愛知県プラスチックリサイクル協同組合　事業タイムスケジュール

理事会

新春講演会

賀詞交歓会



令和元年１２月吉日 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合 各位 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合   

理事長 磯野正幸  

新春講演会、賀詞交歓会のご案内 

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。早速ではございますが、新春講演

会、賀詞交歓会を下記の要領にて開催させていただきます。今回の、新春講演会では、

「生涯現役！年齢を超越して願望を達成する人生」と題して、有限会社ヒューマンスキ

ル研究所の田中真澄様にご講演いただきます。何卒ご主旨を十分ご理解いただき、万障

繰り合わせの上ご参加賜りますようお願い申し上げます。ご返信につきましては設営

の都合上１２月２０日（金）までに必ずＦＡＸもしくは、メールにてお願いいたします。      

敬具 

記 

開催日時：令和２年１月１２日（日）   

◆新春講演会  受付開始 １４：３０   開会 １５：００   

◆賀詞交歓会  開会   １６：３０  閉会 １８：００ 

 ※理事会参加者は、１４：００より同会場にて第６回理事会を開催します。 

開催場所：名鉄グランドホテル 

住所：名古屋市中村区名駅１丁目２－４ 

ＴＥＬ：０５２－５８２－２２１１ 

当日連絡先：原野携帯 ０９０－３５８０－５２２７ 

費    用：１２，０００円 （同伴者：６，０００円但し、ご婦人同行は無料）  

返信ＦＡＸ        (０５３３)６８-５０９３  

返信メールアドレス haranokagaku56@gmail.com 

会社名 

お名前 

返信 

理事会（理事のみ） 新春講演会 賀詞交歓会 

 
出席    

欠席     

出席    

欠席 

出席    

欠席 

お連れ様氏名 

  

 



田中 真澄 経歴書 

 経歴 

１９３６年  福岡県に生まれる。 

１９５９年 東京教育大学（現筑波大学）を卒業し、日本経済新聞社に入社。        

企画調査部、販売局、社長室、出版局の各職場で１４職務を担当。 

 １９６９年  日経と米国マグロウヒル社との共同出資出版社・日経マグロウヒル社    

          （現日経ＢＰ社）に出向。同社調査開発長ならびに日経マグロウヒル 

販売（現日経ＢＰマーケティング）取締役営業部長として活躍。 

経済経営誌『日経ビジネス』の基礎を固め、社業に貢献。 

１９７９年  日本経済新聞社における２０年間の勤務に終止符を打ち、独立。 

       ヒューマンスキル研究所を設立。新しい形の社会教育家を目指し、 

日本初のモチベーショナルスピーカーとして活動を開始。 

１９７９年 『週刊東洋経済』誌８月１７日号の若手講師ランキングにおいて、 

ナンバーワンに選ばれる。 

２００５年  ベンチャービジネス団体の「１万円出しても聴きたい講師ランキング

ベストテン」において６０代以上の講師３名の中の１人に選ばれる。 

２０１９年  この年、独立満４０周年を迎える。       

  

講演の内容  

「人生１００年時代を迎え、私たちはどう生きるべきか」をテーマに、 

スピーディな語り口、豊富な板書、パワフルなパフォーマンスの 

三つの技を用いて、体系的に分かりやすく真剣に訴える熱誠講演は、

多くの人々に生きる勇気と希望とやる気を与え続けている。 

講演は、全国のあらゆる職種・業種・年代の人々を対象に行っている。 

 

主な著書  

２００９年以降の主な著書は次の通り（累計９５冊）。 

     『江戸時代に学べ～明日を生きぬくヒントがある～』（ぱるす出版） 

『田中真澄の実践的人間力講座』（ぱるす出版） 

『やる気再生工場塾～活力ある人生を再スタートするために～』（ぱるす） 

『田中真澄の８８話～生き方を問い直す８８の提言～』（ぱるす出版社） 

『人生の勝負は後半にあり～中高年起業のすすめ～』（ぱるす出版社） 

『百年以上続いている会社はどこが違うのか？』（致知出版社） 

『１００歳まで働く時代がやってきた』（ぱるす出版社） 

『田中真澄のいきいき人生戦略』（モラロジー研究所） 

『小に徹して勝つ～凡人成功哲学～』（ぱるす出版社） 

『商人道に学ぶ時代がやってきた』（ぱるす出版社） 

『臨終定年～人生後半の生き方～』（ぱるす出版社） 

最新刊『朝礼・会議に使える田中真澄の６１話』（ぱるす出版社） 



令和元年９月吉日 

組合理事・監事 各位 

愛知県プラスチックリサイクル協同組合 

理事長 磯野 正幸 

令和元年 第５回 理事会開催の案内 

 拝啓小夏の頃、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、多忙中恐縮ですが、理事会を下記の通り開催致しますので、是非ご出席くださるようにお願い申し

上げます。出欠席につきましては、１１月２１日（木）までにメールもしくは FAX にて、お願い申し上げます。 

敬具 

記 

１． 日時 令和元年 １２月５日（木） 午後３時より 

 

２． 場所 いその㈱ 

 TEL （０５２）９３１－１２１１ 

３． 議題  

【報告】 

（１） なし 

【審議】 

（１） 秋の１泊２日勉強会の反省について 

（２） 新春講演会について 

（３） 賀詞交歓会について 

【協議】 

（１）なし 

【討議】 

（１）なし 

【意見交換】 

    （１）市況、分科会、ユース会報告 

以上 

                                                                     

 出席（   ） 

                     会社名                             

 欠席（   ）の場合 

             （          ）理事に一任します。 

本件連絡先 (有)原野化学工業所 原野（MAIL haranokagaku56@gmail.com FAX０５３３－６８－５０９３） 

mailto:haranokagaku56@gmail.com

