
令和元年度事業活動報告 
  

【平成 31 年】 

４月 ４日 役員会                 場所 大岩本店  出席  ９名 

 

    ４日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ３名 

 

   １０日 愛媛調理製菓専門学校入学式       場所 クラウンプラザホテル 

            出席 重松支部長 

 

   １９日 河原高等専修学校入学式         場所 市民会館 

            出席 重松支部長 

【令和元年】 

５月１３日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １３名 

 

   １３日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ８名 

 

   ２１日 本部総会                場所 セルリアンタワー東急Ｈ 

出席 西尾顧問・重松支部長・玉井副支部長・喜舎場副支部長 

三谷組織委員長・坪内広報委員長 

             

   ２１日 愛媛県中華料理生活衛生同業組合総会   場所 国際ホテル松山 

            出席 山下青年部長・一色ブロック長 

 

２７日 技術部料理勉強会            場所 頭市    参加 １０名 

         講師 頭市寿典氏 

 

６月 ４日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １２名 

 

    ４日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ８名 

 

  １１日 香川県支部総会             場所 スーツァンレストラン陳 

            出席 西尾顧問・重松支部長・坪内広報委員長 

 

   ２６日 愛媛県支部総会 場所 伊予鉄会館 

 

   ３０日 愛媛県調理師会総会           場所 にぎたつ会館 

 

            出席 西尾顧問・重松支部長・猪口事務局長 



 

７月 ２日 徳島県支部総会             場所 ホテル千秋閣  

            出席 西尾顧問・重松支部長・坪内広報委員長 

 

５日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １１名 

 

    ５日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ５名 

 

    ９日 司厨士協会総会             場所 クラウンプラザホテル 

            出席 重松支部長・坪内広報委員長・一色ブロック長 

 

   １６日 高知県支部総会             場所 ザクラウンパレス新阪急 

            出席 西尾顧問・重松支部長・一色ブロック長 

神藤史也（四川飯店） 

 

   ２５日 氷彫刻四国大会             場所 伊予鉄高島屋 

            出席 重松支部長（審査員） 

 

９月 ２日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １１名 

 

 ２日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ７名 

 

   ２２日 「えひめものづくりフェア２０１９」   場所 アイテム愛媛 

            出席 調理実演 西尾顧問・上田大貴（四川飯店） 

  

２３日 氷彫刻会総会              場所 レストラン門田 

            出席 重松支部長・玉井副支部長・山下青年部長 

 

１０月 ８日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １２名 

 

 ８日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ６名 

 

   ２３日 全国青年部会              場所 赤坂四川飯店 

            出席 山下青年部長 

 

１１月 ７日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １２名 

 

    ７日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ７名 

 

１６日 「愛媛ものすごい博 産業まつり」    場所 城山公園 

            参加 重松支部長・山下青年部長・坪内広報委員長 

 



 

１１月２５日 児童施設料理慰問            場所 愛媛慈恵会 

            参加 重松支部長・玉井副支部長・喜舎場副支部長 

三谷組織委員長・山下青年部長・一色ブロック長 

山﨑良太（今治国際ホテル）・谷口準也（ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ） 

飛田裕貴（胡桃） 

協賛業者（別ページ） 

 

２８日 愛媛県知事賞受賞            場所 クラウンプラザホテル 

            受賞者 中矢隆治氏 

       

【令和２年】 

 １月 ６日 愛媛県年賀交換会            場所 クラウンプラザホテル 

            出席 重松支部長・喜舎場副支部長 

 

    ６日 松山市年賀交換会            場所 コミィニティーセンター 

            出席 重松支部長・喜舎場副支部長 

 

７日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １０名 

 

    ７日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ６名 

    

   １３日 二十歳の献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ スープ炊き出し   場所 大街道血液センター 

            参加 山下青年部長・飛田裕貴（胡桃） 

 

   ２２日 本部臨時総会・賞味会          場所 セルリアンタワー東急Ｈ 

            出席 西尾顧問・重松支部長・玉井副支部長・三谷組織委員長 

 

   ２７日 東予ブロック青年部勉強会・交流会    場所 中国酒房 興慶 

            講師 永易靖祥氏（中国酒房 興慶）・青木 淳（中国酒房 興慶） 

 

   ２８日 新年会                 場所 大岩本店  参加 ４４名 

 

 ２月 ３日 支部新年賞味会             場所 大岩本店  参加 ４７名 

 

４日 役員会                 場所 大岩本店  出席 １０名 

 

 ４日 青年部会                場所 大岩本店  出席  ６名 

 

１１日 愛媛調理製菓専門学校卒業作品展     場所 愛媛調理製菓専門学校 

         出席 重松支部長（審査員） 

 



 

 ２月１７日 四国地区青年部会            場所 ピポット 

ザクラウンパレス新阪急 

            参加 山下青年部長・坪内広報委員長・一色ブロック長 

               飛田裕貴（胡桃）・奥田泰地（四川飯店） 

               オブザーバー参加 三谷組織委員長・非会員１名 

 

 ３月１６日 献血スープ炊き出し           場所 大街道血液センター 

            参加 山下青年部長・飛田裕貴（胡桃） 

 

 


