
    

平成平成平成平成 27272727年度（年度（年度（年度（2015201520152015年度年度年度年度）事業報告）事業報告）事業報告）事業報告    

協会運営活動（理事会/役員会・組織団体行事） 

・・・・4444月月月月 17171717日（金）日（金）日（金）日（金）：：：：理事会理事会理事会理事会    

◇会場 太閤園(エメラルドルーム） 12:00～13:00 

決算承認他 

 

・・・・5555月月月月 20202020日（水）日（水）日（水）日（水）～～～～22222222日（金）日（金）日（金）日（金）：：：：全広連金沢大会全広連金沢大会全広連金沢大会全広連金沢大会    

会員 55 名+事務局 2名 計 57 名参加 

＜5月 19 日（火）全広連通常総会(金沢にて開催) 東房専務理事理事長代理出席＞ 

 

・・・・5555月月月月 29292929日日日日((((金金金金))))第第第第 67676767回回回回定時社員総会定時社員総会定時社員総会定時社員総会    

◇会場 リーガロイヤルホテル 11：00～ 

社員総会(ぺリドットの間)・理事会（葵の間）・懇親パーティ（ロイヤルホール） 

（併催（併催（併催（併催    第第第第 58585858回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第 48484848回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞    贈賞式）贈賞式）贈賞式）贈賞式）    

受賞者・登壇者 

大阪広告協会賞 / 株式会社 ユー･エス･ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) 

マーケティング部長 山本歩氏 

大阪広告協会賞 特別賞 / 株式会社 IMAGICAウェスト 代表取締役社長 稲土広己氏 

やってみなはれ佐治敬三賞/ 鈴木契氏（電通関西支社ＣＲプランニング局 コピーライター） 

 

・・・・11111111月月月月 6666日日日日((((金）金）金）金）    大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会    役員全体会議（役員全体会議（役員全体会議（役員全体会議（理事会理事会理事会理事会））））    

◇会場 電通関西支社 12階 11:30～13:00  

上期の決算と通期の見通 

    

・・・・11111111月月月月 13131313日日日日((((金）金）金）金）    大阪府総務部法務課公益法人グループ大阪府総務部法務課公益法人グループ大阪府総務部法務課公益法人グループ大阪府総務部法務課公益法人グループ    監査監査監査監査    

    

・・・・3333月月月月 11111111日日日日((((金金金金))))：：：：理事会理事会理事会理事会////役員会役員会役員会役員会（役員全体会議)  平成 28年度予算 他 

◇会場 ガスビル食堂（大阪ガス ８階）11：30～13：30 

第第第第 59595959回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第回大阪広告協会賞・第 49494949回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞    （承認・（承認・（承認・（承認・発表発表発表発表））））    

    

・・・・70707070周年事業企画委員会周年事業企画委員会周年事業企画委員会周年事業企画委員会        ※各部会継続中 

記念事業部会＝9/3(太閤園)                 ・委員長 河内一友氏(毎日放送) 

10/1Working①（MBS）・11/2 Working②（MBS）・1/22 Working③（MBS）・2/17 Working④(大広) 

3/1 Working⑤(新通)・3/22 Working⑥(大広)・4/6 Working⑦(新通)・4/7 Working⑧(大広) 

講演会部会 ＝9/29（あべのハルカス）2/26（RRH）・3/11(ガスビル)    ・委員長 山下博嗣氏(朝日新聞社) 

大阪広告協会賞 60回記念事業部会＝10/2(サントリーアネックス)     ・委員長 松島裕治氏(毎日放送） 

式典・懇親会部会＝10/5（ラグナヴェールプレミア）               ・委員長 服部一史氏（電通） 

功労者表彰部会＝10/6（RRH）                   ・委員長 山田崇雄氏（TCD） 

    

・・・・CMCMCMCM合同研究会合同研究会合同研究会合同研究会    運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議    

各主催事業の企画・実施運営等を検討・推進した （第 1回 4/8・第 2回 6/2・第 3回 7/31・第 4回 1/26・第 5回 3/3） 



組織・団体行事 

・・・・9999月月月月 30303030日日日日((((水水水水))))    第第第第 64646464回全広連近畿ブロック会議回全広連近畿ブロック会議回全広連近畿ブロック会議回全広連近畿ブロック会議    

今年度の国内推薦にはいたりませんでしたが、「世界文化遺産登録」に向けて、大阪府と近隣自治体をあ 

げて活動をしている「百舌鳥・古市古墳群」の見学と、「オリ姫」など新たなファン拡大の様々な戦略を 

打ち出している「オリックスバファローズ」の公式戦を「京セラドーム」で観戦。（会費：8,000円/人） 

JR大阪駅 旧大阪中央郵便局前→（バスにて移動）→大仙公園～仁徳天皇陵古墳拝所前～堺市博物館見 

学～大仙公園散策～ミニ展望台～大仙公園→（バスにて移動）京セラドーム（ビスタルームで、野球観 

戦+懇親会食 18：00～オリックスバファローズ vs埼玉西武ライオンズ） 

    

・・・・4444月月月月 13131313日日日日((((月月月月))))：広告６団体の連絡会議：広告６団体の連絡会議：広告６団体の連絡会議：広告６団体の連絡会議    （年６回偶数月開催 4/13・6/11・8/18・10/6・12/9・2/10） 

⇒広告関連団体での情報交換及び各協会事業等の日程調整・確認 

広告６団体連絡会＝公益社団法人 日本広告審査機構関西支部（ＪＡＲＯ） 

公益社団法人 ＡＣジャパン 

一般社団法人 大阪アドバタイジング・エージェンシーズ協会 

一般社団法人 関西広告審査協会 

公益社団法人 日本マーケティング協会関西支部 

 

 

学習・啓蒙活動（講演会・セミナー・シンポジウム）+CM合同研究会 

・・・・5555月月月月 30303030日：初心者向け日：初心者向け日：初心者向け日：初心者向け    CMCMCMCM塾塾塾塾（大阪府主催）（大阪府主催）（大阪府主催）（大阪府主催）    100名参加 

会場：大阪府咲洲庁舎（南港WTC） 

◇講師：電通関西支社 池田定博氏 

 

・・・・6666月月月月6666日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・7777月月月月4444日（土）：学生日（土）：学生日（土）：学生日（土）：学生CMCMCMCM塾塾塾塾    学生参加36名     

◇会場：関西テレビ放送 会議室 （大阪市北区扇町2-1-7） 

1回目 6月6日(土曜日) 16:00～18:00  2回目 7月４日(土曜日) 16:00～18:00  

※2回)講座で、両日受講。基礎レベルの方へのトライアル講座。 

１回目：CM制作 基礎編 ～基礎知識と発想・表現の切り口～ 

２回目：CM制作 応用編 「テーマ・アイデアから企画づくり」～絵コンテを作る 

◇講師：株式会社博報堂 関西支社 ＣＳ局 ECD 萩原 良治 氏 

⇒⇒⇒⇒参加者からは大変好評＝MADE IN OSAKA CM AWARDSの応募に繋がる事を期待 

    

・・・・6666月月月月 5555日（金）：デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナー日（金）：デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナー日（金）：デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナー日（金）：デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナー    90名参加    

～広告主による広告主のためのパネルディスカッション～ 

◇会場：中之島セントラルタワー17階） 

14:00～16：30⇒「広告動態調査」の調査概要(日経広告研究所)を材料に PDを進行した。 

パネラー 株式会社マンダム・宣伝販促部 上森氏 

株式会社フェリシモ・新事業開発本部 メイカーズ事業グループ 市橋氏 

大阪ガス株式会社リビング事業部 マーケティング推進部調査・企画ﾁｰﾑ 八木氏 

大和ハウス工業株式会社総合宣伝部コーポレートコミュニケーション室 木藤氏 

NECマネジメントパートナー株式会社デジタルマーケティングセンター 内田氏 

モデレーター 株式会社大広 大阪カスタマーマネジメント局 土屋氏 



・・・・7777月月月月 6666日日日日((((月月月月))))    広告・宣伝の実務経験１年未満対象広告・宣伝の実務経験１年未満対象広告・宣伝の実務経験１年未満対象広告・宣伝の実務経験１年未満対象    ＪＡＡ「超」基礎講座ＪＡＡ「超」基礎講座ＪＡＡ「超」基礎講座ＪＡＡ「超」基礎講座 2015201520152015    

アドバタイザーによるアドバタイザーのための人材育成教育プログラム＜初級編＞アドバタイザーによるアドバタイザーのための人材育成教育プログラム＜初級編＞アドバタイザーによるアドバタイザーのための人材育成教育プログラム＜初級編＞アドバタイザーによるアドバタイザーのための人材育成教育プログラム＜初級編＞    

◇会場 梅田スカイビル会議室 タワーウエスト 22 階  

主催：公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 (東京) 

⇒10:00～17:00 参加者 22名(内 大阪広告協会からの紹介は 5名参加) 

    

・・・・8888月月月月 28282828日日日日((((金金金金))))    大阪広告協会セミナー大阪広告協会セミナー大阪広告協会セミナー大阪広告協会セミナー    

「百舌鳥・古市古墳群～大阪初の世界遺産登録をめざして～」「大阪まちなみ賞とは？」「百舌鳥・古市古墳群～大阪初の世界遺産登録をめざして～」「大阪まちなみ賞とは？」「百舌鳥・古市古墳群～大阪初の世界遺産登録をめざして～」「大阪まちなみ賞とは？」「百舌鳥・古市古墳群～大阪初の世界遺産登録をめざして～」「大阪まちなみ賞とは？」    

◇会場：電通関西支社 大ホール  

「百舌鳥・古市古墳群～大阪初の世界文化遺産登録をめざして～」14:00～15：45 

 講演者：百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議事務局 主任専門員 福田英人 氏 

「大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞）とは？」15：45～16：30 

 講演者：大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課調整Ｇ課長補佐 津田敏史 氏 

    

・・・・9999月月月月 11111111日日日日((((金）金）金）金）    企業ブランディング広告事例セミナー企業ブランディング広告事例セミナー企業ブランディング広告事例セミナー企業ブランディング広告事例セミナー    

◇会場 読売新聞大阪本社 地階「ギャラリーよみうり」（読売大阪ビル) 100名 

「企業ブランディング広告事例セミナー」と題し、オリックス社とサントリー社から、 

多様化する複数の事業のシナジー効果を図りながら、企業ブランド価値を最大化に 

チャレンジしている２社の生の声を、事例を交えて紹介した。 

◇講師 サントリーホールディングス株式会社 広報部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ開発部長 坂井康文 氏 

オリックス株式会社 リテール事業統括室長 渡部純一 氏 

オリックス野球クラブ株式会社企画事業部企画グループ課長代理 緒方貴弘 氏 

 

・・・・9999月月月月 11111111日日日日((((金）金）金）金）    広告法務セミナー広告法務セミナー広告法務セミナー広告法務セミナー    ※※※※JAROJAROJAROJAROとの共催との共催との共催との共催    

◇会場 電通関西支社 12階大ホール 13:30～16：35 

 

・・・・9999月月月月 15151515日日日日((((火火火火))))～～～～16161616日日日日((((水水水水))))：アドテック関西：アドテック関西：アドテック関西：アドテック関西（グランフロント大阪） 

※全広連・京都広告協会・神戸広告協会と共同で後援 

※参加希望の会員社へ招待券等の配布 180名 (会員向けメール配信) 

＜＜＜＜9/169/169/169/16    15:0015:0015:0015:00～～～～15:4015:4015:4015:40「デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナーⅡ」を開催「デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナーⅡ」を開催「デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナーⅡ」を開催「デジタルマーケティングの課題と対策講座セミナーⅡ」を開催((((主催主催主催主催))))＞＞＞＞    

～ブランドビルディング ロイヤル顧客の作り方～ 

登壇者 フェリシモ・大阪ガス・大和ハウス工業・NEC 各社（6/6参照） 

モデレーター･大広 大阪カスタマーマネジメント局 土屋徹氏 

 

・・・・9999月月月月 30303030日日日日((((水水水水))))    『カンヌライオンズ『カンヌライオンズ『カンヌライオンズ『カンヌライオンズ    国際クリエイティビティ･フェスティバル国際クリエイティビティ･フェスティバル国際クリエイティビティ･フェスティバル国際クリエイティビティ･フェスティバル 2015201520152015』報告会』報告会』報告会』報告会    

◇会場 電通 12階大ホール 14:00～16:40 150名 

6月に開催の『カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ･フェスティバル』の報告会。 

入賞作品の上映(紹介)と、今年のトピックスや世界のクリエイティブのトレンドを解説。 

＜第１講＞～世界のトップランナー（企業）のセミナーから学ぶ～) 

・博報堂 アクティベーション局クリエイティブ部/アクティベーションデザイナー/行動デザイン研究所/所員奥野麻子 氏 

＜第２講＞～今年のトピックスとこれからの潮流～ 

・2015カンヌライオンズ国際クリエイティビティ･フェスティバルフィルム部門審査員 

博報堂統合プランニング局エグゼクティブクリエイティブディレクター長谷部守彦氏  



・・・・10101010月月月月 16161616日日日日（金）（金）（金）（金）：「みんなで考えよう「みんなで考えよう「みんなで考えよう「みんなで考えよう 21212121世紀大阪のクリエイティブ広告」シンポジウム世紀大阪のクリエイティブ広告」シンポジウム世紀大阪のクリエイティブ広告」シンポジウム世紀大阪のクリエイティブ広告」シンポジウム  

会場＝電通 12階大ホール 15：00～17：30（18：00～懇親会） 

『PRプランニングが関西を救う』 「ひらパー再生計画」の立役者「河西」さんと、 

「くまもんホッペ紛失事件」の仕掛人「和久田」さんが PRプランニングの極意を語る。 

パネラー      河西智彦氏(博報堂＝ひらパー) 和久田昌裕（電通九州＝くまもん） 

モデレーター 中尾孝年氏（電通関西） 

※終了後、１※終了後、１※終了後、１※終了後、１FFFFプルミエにて懇親会（無料招待）を開催プルミエにて懇親会（無料招待）を開催プルミエにて懇親会（無料招待）を開催プルミエにて懇親会（無料招待）を開催    

 

・・・・2222月月月月 3333日（水日（水日（水日（水))))    大阪広大阪広大阪広大阪広告協会講演会告協会講演会告協会講演会告協会講演会    「アジア観光客のおもてなしとビジネス」「アジア観光客のおもてなしとビジネス」「アジア観光客のおもてなしとビジネス」「アジア観光客のおもてなしとビジネス」        

◇場所：中之島セントラルタワー17F会議室（北区中之島 2－2－7） 100名 

◇日時：2016年 2月 3日（水） 14:30～16:45  

◇概要  ・14:30～15：45「日中比較言語文化論～インバウンドビジネス担当者の皆様へ～」 

東京大学大学院 人文社会系研究科アジア文化研究専攻 教授 

中国語中国文学講座 博士（文学） 木村英樹氏 

・15：50～16：45 

「鉄道事業におけるアジア観光客のおもてなし～成功事例と今後の課題について～」 

南海電気鉄道株式会社 執行役員営業推進室ツーリズム事業部長 望月理氏 

 

・・・・2222月月月月 9999日日日日（火）（火）（火）（火）    大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会    新春特別講演会新春特別講演会新春特別講演会新春特別講演会    

「六代「六代「六代「六代    桂文枝師匠に聞く」桂文枝師匠に聞く」桂文枝師匠に聞く」桂文枝師匠に聞く」～～～～笑いはこころのビタミン剤笑いはこころのビタミン剤笑いはこころのビタミン剤笑いはこころのビタミン剤～～～～    

◇場所：電通関西支社 12F大ホール 14:00～16:00 （150名） 

    

・・・・2222月月月月 17171717日日日日((((水水水水))))    大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会大阪広告協会    公正取引委員会セミナー公正取引委員会セミナー公正取引委員会セミナー公正取引委員会セミナー    

◇場所：電通関西支社 12Ｆ小ホール 

◇日時：2016年 2月 17日（水） 15：00～17：00 

◇テーマ：「公正な経済社会の実現と公正取引委員会の取組」 

◇講師：公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所長 笠原 宏 氏 

 

・・・・2222月月月月 24242424日日日日((((水水水水))))    新聞広告セミナー新聞広告セミナー新聞広告セミナー新聞広告セミナーinininin関西関西関西関西    新聞広告共通調査「新聞広告共通調査「新聞広告共通調査「新聞広告共通調査「JJJJ----MONITORMONITORMONITORMONITOR」」」」5555周年周年周年周年    

主催＝日本アドバタイザーズ協会・J-MONITOR連絡協議会 

◇場所：電通関西支社 12Ｆ大ホール  14：00～16：00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表彰活動（大阪広告協会賞・やってみなはれ佐治敬三賞・MADE IN OSAKA CM AWARDS（一般・学生） 

・・・・6666月月月月 8888日（月）日（月）日（月）日（月）「第「第「第「第 48484848回回回回やってみなはれ佐治敬三賞やってみなはれ佐治敬三賞やってみなはれ佐治敬三賞やってみなはれ佐治敬三賞」」」」    交流会交流会交流会交流会（ウイスキーダイニングWWW.W） 

◇参加者 西岡眞博(チーム谷四）・鈴木契（電通）・大林孝明(タイガータイガークリエイティブ）・藤井 亮(電通） 

田中真輝(電通）・佐久間英明彰(博報堂）・田中幹(博報堂）・竹上淳志(博報堂）+選考委員+サントリー社 

    

・・・・8888月月月月 12121212日日日日((((水水水水))))    2015201520152015    55555555thththth    ACCACCACCACC    CMCMCMCM    FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL近畿地域審査会近畿地域審査会近畿地域審査会近畿地域審査会     

◇主催 ACC（一般社団法人全日本シーエム放送連盟） 

◇会場 関西テレビ放送 １F なんでもアリーナ 9:30～12:00(テレビ)・13:30～16:00(ラジオ) 

※ラジオ部門に若手クリエイターを賞する「U-29」を設けた。 

    

・・・・10101010月月月月 19191919日（月）第日（月）第日（月）第日（月）第 14141414回回回回MADE IN OSAKA CM AWARDSMADE IN OSAKA CM AWARDSMADE IN OSAKA CM AWARDSMADE IN OSAKA CM AWARDS    募集～選考～発表募集～選考～発表募集～選考～発表募集～選考～発表    

一般の部：8/20締切/学生の部：9/18締切～10月 19日選考会～11月発表～12/8表彰式 

※入賞者は HPにて公開 

    

・・・・12121212月月月月 8888日（火）：「日（火）：「日（火）：「日（火）：「ACC CM FESTIVAL+MADE IN OSAKA CM AWARDSACC CM FESTIVAL+MADE IN OSAKA CM AWARDSACC CM FESTIVAL+MADE IN OSAKA CM AWARDSACC CM FESTIVAL+MADE IN OSAKA CM AWARDS」発表会」発表会」発表会」発表会((((表彰式表彰式表彰式表彰式)))) 

◇会場：グランフロント大阪北館４F ナレッジシアター(380席)  13:00～17:00 /  

⇒17:00～17:25 学生の贈賞式を同ステージで開催した。 

⇒グランフロント大阪 北館 TowerC 8階カンファレンスルーム C-04にて 

MADE IN OSAKA CM AWARDS及び ACC地域ファイナリストの表彰式、及び受賞者・ 

関係者の懇親会を開催した。（招待受賞者 140名+CM合研関係者） 

    

・大阪広告協会賞・大阪広告協会賞・大阪広告協会賞・大阪広告協会賞「「「「協会賞受賞企業インタビュー企画」協会賞受賞企業インタビュー企画」協会賞受賞企業インタビュー企画」協会賞受賞企業インタビュー企画」（4/13 現在確定分まで）  

第 1 回：松下電器産業(パナソニック株式会社)様  

第 2回：ロート製薬株式会社 様  

第３回：朝日放送様  

第４回：電通 様 

第５回：毎日放送様 

第６回：サントリーホールディングス様 

第 7回：江崎グリコ様 

 

・・・・2222月月月月 5555日日日日（金）（金）（金）（金）：：：：第第第第 59595959回大阪広告協会賞回大阪広告協会賞回大阪広告協会賞回大阪広告協会賞    選考選考選考選考委員会委員会委員会委員会    

◇会場 電通 12階小ホール 15：00～17：00 

 

・・・・2222月月月月 23232323日日日日（火）（火）（火）（火）：第：第：第：第 49494949回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞回やってみなはれ佐治敬三賞    選考選考選考選考委員会委員会委員会委員会    

◇会場 中之島セントラルタワー17階会議室 10：00～15：00 

 

その他関連行事 

 

10/15 第 68回新聞大会 ⇒リーガロイヤルホテル ※午後から大会開催・夕方懇親会 

11/6  大阪アドバタイジングエージェンシーズ協会（OAAA） 50周年記念式典 

11/10 民放大会 


