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2014年度 日本青年会議所 生花・園芸部会 

４月春季研修事業のご案内 

  

拝啓 春色の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、日本青年会議所生花・園芸部会の活動

に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、下記日程にて春季研修事業を大阪の地にて開催させて頂きたくご案内を申し上げます。 

４月研修事業として、大阪ＪＣのＯＢであり株式会社サトウ花店 代表取締役社長 佐藤勉氏にご講演いただき

ます。また企業視察として、大阪梅田地区周辺の生花店、ブライダル会場、大阪府内の園芸店、造園店、盆栽店、

植木問屋の訪問、と内容盛りだくさんとなっております。今年度の新入会員の促進も同時に行ってまいります。 

ご多用とは存じますが、万障繰り合わせの上、多くのご出席を賜りますようご協力をお願い申し上げます。 

敬具  

記 

 

１．開催日時  2014年 4月 25日（金）～ 2014年 4月 26日（土） 

  2014年 4月 25日（金） 

   14:30 ～      集合    ホテルグランヴィア大阪 ２０階 鳳凰の間 

   15:00 ～ 16:00   4月研修事業「経営勉強会」 

   16:30 ～ 18:00   企業視察①  Aコース： サトウ花店本社＆ヒルトンホテル大阪ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ会場見学 

                    Bコース： 梅田地区周辺生花店（サトウ花店、フェニックス etc） 

                    Cコース： グランフロント大阪（生花店見学 ＆観光） 

        Dコース： 新世界周辺観光 

   18:30 ～ 20:30   懇親会 「日本一の串かつ横綱 新世界本店」  

   21:00 ～ 23:00   二次会 「ＷＩＦ」  

  2014年 4月 26日（土）  

   9:00        集合   ホテルグランヴィア大阪 １階フロント 

    9:40 ～ 12:30   企業視察② ガーデンセンター「華遊」（造園・園芸店） 

          企業視察③ 「養庄園」（盆栽店） 

         企業視察④ 「株式会社花宇」（花と植木の卸問屋） 

   12:30 ～ 14:00   昼食 不死王閣 

   14:30        伊丹空港解散 

   15:00   新大阪駅解散 

15:30 ～ 17:00   【オプショナルツアー】地上 300m日本一の超高層ビル「あべのハルカス」見学ツアー 

                生花店・屋上菜園・展望台・ABCクラフト（花材店）見学 

   自由解散 



研修事業「経営勉強会」 

 
【講師】 

 講師として、株式会社サトウ花店 代表取締役社長 佐藤 勉 氏をお招きし、 

 テーマ「生花業界の現状と今後、そしてＪＣマンのあり方」（仮） 

 についてご講演いただきます。 

 

【プロフィール】 

 

 

「企業視察」 
2014年 4月 25日（金） 

【Aコース】サトウ花店見学 

  サトウ花店本社   http://www.satoh-hanamise.co.jp/ 

  ヒルトン大阪ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ会場 http://hiltonwedding.jp/osaka/coordinate/ 

【Bコース】梅田周辺生花店見学 

  サトウ花店店舗   http://www.satoh-hanamise.co.jp/ 

  （大丸梅田店、JR大阪三越伊勢丹 フラチュール店、阪神店 etc）   

  フェニックス  etc  http://www.creative-flower.co.jp/shop_phoenix.html 

【Cコース】グランフロント大阪（生花店舗見学 ＆観光） 

  グランフロント大阪  http://www.grandfront-osaka.jp/index 

【Dコース】新世界周辺観光 

  通天閣    http://www.tsutenkaku.co.jp/ 

  鯛よし百番（登録有形文化財） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E7%94%B0%E9%81%8A%E5%BB%93 

2014年 4月 26日（土） 

  ガーデンセンター華遊  http://www.gc-kayu.jp/ 

  養庄園    http://www.yoshoen.com/ 

  株式会社花宇   http://from-sora.com/about_hanau/ 

    あべのハルカス   http://www.abenoharukas-300.jp/ 

 

２．登録料  （各種登録料におきましては、当日現地にて徴収させていただきます。） 

   懇親会      \6,000 

   二次会     \10,000 

   ２日目企業視察  \4,000（昼食代込） 

   ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ    各自負担 

株式会社サトウ花店 代表取締役社長 佐藤 勉 氏 

1963年大阪府立大学農短部を卒業。東京の花店で技術と営業を学び、1965年サト

ウ花店に入社。営業部長を経て取締役専務に就任し営業の基礎を作る。2003年（社）

ＪＦＴＤ会長と（協）花キューピット会長を務める。 

2006年 4月株式会社サトウ花店代表取締役社長に就任。以降数々の改革を意欲的

に行っている。 
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３．各所地図 

  ■集合・研修事業会場  

ホテルグランヴィア大阪 ２０階 鳳凰の間 

  大阪市北区梅田 3丁目 1番 1号（JR大阪駅直結） TEL：06-6344-1235(代） 

   https://www.granvia-osaka.jp/guide/map.html 

  

  

  ■懇親会 

   日本一の串かつ 横綱 新世界本店 

    大阪市浪速区恵美須東 2-4-11 TEL: 06-6631-4527 

        http://www.4527.jp/access/ 

 

 

           

■二次会 

メンバーズＷＩＦ 

   大阪市中央区心斎橋筋２-３−１０ 

   英国館ビル６Ｆ 

 

通天閣 懇親会会場＆ビリケン グリコの看板 

https://www.granvia-osaka.jp/guide/map.html
http://www.4527.jp/access/


 

  出 欠 確 認 表     

  

氏名：           （現役・シニア）LOM名：      連絡先(携帯)：             

 

4月 25日（金） 

 15：00 ～ 16：00 講演会   出席 ・ 欠席  

 

 16：30 ～ 18：00 企業視察① ※１    出席（Aコース・Bコース・Cコース・Dコース）・欠席 

       ↑コースをお選び下さい。 

 19：00 ～ 20：30 懇親会         出席 ・ 欠席  

  

 21：00 ～ 23：00 二次会         出席 ・ 欠席  

  

   宿泊手配 ※２      要（禁煙 ・ 喫煙）・ 不要 

 

4月 26日（土） 

   9：00 ～ 14：30 現地視察②③④      出席 ・ 欠席  

  

 14：30 ～ 17：00 オプショナルツアー   出席 ・ 欠席  

※３ 

 

※１ 企業視察①につきましては、人数の配分よりご希望のコースに添えない場合がございます。 

   あらかじめご了承ください。（精一杯調整いたします。） 

 

※２ 宿泊につきましては、何部屋か抑えてありますので手配が必要な方はご連絡ください。 

  ホテルグランヴィア大阪 （宿泊費 9,400円）  

 

※３ オプショナルツアー後は各自で移動となります。 

 「あべのハルカス」のアクセス http://www.abenoharukas-300.jp/access.html 

     伊丹空港行きバス   http://www.okkbus.co.jp/timetable/itm/f_abn.html 

     関西空港行きバス   http://www.kate.co.jp/pc/time_table/harukas_tt.html 

 

各種登録料におきましては、当日現地にて徴収させていただきます。 

締切期日：2014年 4月 11日（金） 

返信先：運営専務 朴 憲久（ぱくのりひさ）まで 

FAX：06-6746-1287 

E-mail： maido@asahi-wire.co.jp 

携 帯： 090-4294-0332 
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