
日本商工会議所青年部 

第 35 回中国ブロック大会三次大会 開催要綱 

 

Ⅰ．開催要領 

１．目的 

  経済・社会環境が大きく変化する中で、企業と地域社会の次代を担う青年経済人が互いに交流と連

携の輪を拡げ、企業の発展と豊かな地域社会の形成に果たす商工会議所の役割を認識し、その実現の

ために青年経済人として何をなすべきかを研究し研鑽することを目的とする。 

 

２．日本ＹＥＧスローガン   

    ＴＨＥ ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＹＥＧ 

～信なくば立たず 信頼し合える同志と繋がるＹＥＧ～ 

 

３．中国ブロックＹＥＧスローガン 

   Ｈｉｇｈ ＦＩＶＥ！！ 

～太（ぶっと）い絆、五糸で紡いで未来へ繋ぐ！～ 

 

４．開催地テーマ  

『巴』 ～流れ集いてひとすじに～ 

 

５．主催 

中国ブロック商工会議所青年部連合会 

日本商工会議所青年部 

 

６．主管 

三次商工会議所青年部 

 

７．副主管 

   広島県商工会議所青年部連合会 

 

８．後援（予定） 

中国経済産業局 

広島県 

三次市 

中国地方商工会議所連合会 

広島県商工会議所連合会 

三次商工会議所 

 



９．来賓（予定） 

  外務大臣 

中国経済産業局長 

広島県知事 

広島県議会議員 

広島県商工労働局長 

三次市長 

三次市議会議員 

中国地方商工会議所連合会会頭 

広島県商工会議所連合会会頭 

三次商工会議所会頭 

衆議院議員 

参議院議員 

各関係団体長 

 

１０．開催日程及び場所 

平成２９年９月２９日（金） 

時間 内容 会場 

１０：００～１８：００ 登録受付 グランラセーレ三次（１Fロビー） 

１０：３０～１２：００ 役員会 グランラセーレ三次（２Fエンブレーマ） 

１３：００～１４：００ 総会 グランラセーレ三次（２Fポーラスター） 

１４：１５～１７：００ 会長会議 グランラセーレ三次（２F平安） 

１８：００～２０：００ 前泊者懇親会 グランラセーレ三次（２F平安） 

２０：３０～２２：００ 交流会 三次市内各所 

 

平成２９年９月３０日（土） 

時間 内容 会場 

０８：３０～ 登録受付 広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fロビー） 

０９：３０～１１：３０ 記念式典 広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fアリーナ） 

１１：００～１６：００ 物産展 広島県立みよし公園（パティオゾーン） 

１１：３０～１７：００ ＯＢサロン 広島県立みよし公園（カルチャーセンター内） 

１２：００～１７：３０ 分科会 三次市内及び広島市内 

１３：００～１４：３０ 特別分科会 広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fアリーナ） 

１８：００～２０：００ 大懇親会 広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fアリーナ） 

主要施設詳細 

    ・グランラセーレ三次         広島県三次市十日市南１丁目５−５  0824-62-1234 

・広島県立みよし公園（カルチャーセンター） 広島県三次市四拾貫町神田谷 0824-66-3366 

 



１１. 分科会 

分科会名 コース名 定員 

第一分科会 日本最大級のレジェンド観光農園コース        （平田観光農園） １５０名 

第二分科会 
三次ワインとアートのほろ酔いコース 

（広島三次ワイナリー・奥田元宋・小由女美術館） 
１６０名 

第三分科会 三次の鵜飼で UKAI（ユカイ）コース            （鵜飼乗船場） １００名 

第四分科会 
秘密のテストコース～人馬一体 走る歓びをあなたに～ 

（マツダ三次テストコース） 
４７名 

第五分科会 阿久利姫・忠臣蔵史跡めぐりコース                   （鳳源寺） ４７名 

第六分科会 
古代ローマから三次に伝わりし青き勾玉コース 

（広島県立みよし風土記の丘） 
１００名 

第七分科会 
必見！ボールパークの魅力に迫る！マツダスタジアム見学ツアー 

Supported by 広島 YEG    （MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島） 
４０名 

第八分科会 

業種別部会交流会＠三次物怪物語  

Supported by 日本 YEGビジネス交流委員会 

（広島県立みよし公園・カルチャーセンター２F視聴覚室） 

７０名 

特別分科会 

リオデジャネイロ五輪競泳 200m平泳ぎ金メダル 

金藤理絵選手 講演会 

（広島県立みよし公園・カルチャーセンターアリーナ） 

５００名 

※詳細は、大会プログラムをご確認下さい。定員数を超えた場合は調整させていただきます。

その結果、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。 

 

１２．参加者 

中国ブロック内商工会議所青年部会員・OB会員及び商工会議所役職員 

日本商工会議所青年部出向者及び全国の熱意ある会員 

 

１３. 宿 泊 

   宿泊をご希望の方は、別紙「宿泊申込書」のご案内にて予約・申込をお願いいたします。 

   お問合わせ先：広島内外旅行株式会社 

TEL.0824-62-2830 FAX.0824-62-2897 担当：信國（ノブクニ） 

 

１４．大会登録料 

９月２９日（金）役員会・総会・会長会議・前泊者懇親会登録料 

お１人 １１，０００円（※ＯＢ・ＯＧ、商工会議所職員を含む）非会員 １３，０００円 

９月２９日（金）交流会登録料 

お一人 ４，０００円（現地精算） 

９月３０日（土）大会登録料 

お１人 １１，０００円（※ＯＢ・ＯＧ、商工会議所職員を含む）非会員 １３，０００円 



１５．登録締切日 

   平成２９年９月１日（金） 

 

１６．登録方法 

   ＹＥＧ大会登録システム（http://yeg.ez-system.jp/ ）によりお申込みください。 

 

１７. 登録料の支払方法 

   ＹＥＧ各種大会登録システムへログインして頂き、そちらより請求書をプリントアウトしてお

支払下さい。（単会分一括でのお振込みをお願い致します。） 

   請求書は８月１日より、プリントアウトが可能です。 

   お振込み頂いた後に登録内容に追加修正がある場合は、その都度請求書をプリントアウトして

頂き、追加分の代金をお支払下さい。 

   なお、振込手数料は各単会でご負担頂きますようお願い致します。（当日、会場で現金でのお支

払は受付致しかねますので、ご了承下さい。） 

   お支払期日・振込先は下記の通りです。 

 

  ■振込締切日  平成２９年９月２８日（木） 

  ■振込口座   広島みどり信用金庫 三次支店 

■預金種別   普通預金 口座番号 ０２３９５０６ 

          口座名義 中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 江草 大地 

 

１８. 登録料のキャンセルについて（宿泊代除く） 

   平成２９年９月１日（金）以降のキャンセルにつきましては、返金を致しかねますのでご容赦願

います。なお、返金につきましてはブロック大会終了後とし、返金の際の振込手数料は差し引か

せて頂きます。 

 

１９．大会ホームページ 

    http://miyoshi344.jp/ 

 

２０．お問合せ先 

三次商工会議所青年部事務局 担当：長岡（ナガオカ） 

〒728-0021 広島県三次市三次町 1843−1  

TEL ( 0824 ) 62-3125 ／ FAX ( 0824 ) 63-5200 

E-mail: nagaoka@miyoshi-cci.or.jp 

 

 

 

 

mailto:nagaoka@miyoshi-cci.or.jp


Ⅱ．大会プログラム 

１．記念式典（０９時３０分～１１時３０分） 

   （１）開会宣言 

 

   （２）国歌「君が代」斉唱 

 

   （３）商工会議所青年部の歌「伸びゆく大地」斉唱 

 

   （４）商工会議所青年部「綱領」朗読、「指針」唱和 

 

   （５）主催者代表挨拶  中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 江草 大地 

               日本商工会議所青年部        会長 吉田 大助 

               日本商工会議所           会頭 三村 明夫 

 

   （６）開催地商工会議所青年部代表挨拶 三次商工会議所青年部 会長 梵 大英 

 

   （７）開催地商工会議所会頭挨拶    三次商工会議所    会頭 細川 喜一郎 

 

   （８）来賓挨拶  外務大臣        岸田 文雄  様 

中国経済産業局局長   波留 静哉  様 

広島県知事       湯﨑 英彦  様 

三次市長        増田 和俊  様 

 

   （９）来賓紹介 

 

   （10）参加青年部紹介および参加日本ＹＥＧ役員・専門委員紹介 

 

   （11）中国ブロック商工会議所青年部連合会次年度会長予定者 発表 

 

    （12）中国ブロック大会次年度開催地 発表 

 

   （13）全国会長研修会について 

 

    （14）全国大会について 

 

   （15）閉会宣言 

 

 



２．分 科 会（１２時００～１７時３０分） 

 

◆第一分科会：「まるごと体験！日本最大級のレジェンド観光農園」 

     会 場：平田観光農園（三次市上田町） 

     時 間：出発１３：００～帰着１７：００ 

内 容： 日本最大級の観光農園の経営を学び、多くの地域が抱える過疎化問題について、平

田社長に講演をしていただきます。また「フルーツの森」でくだもの狩りをしていた

だき、三次の旬の果物を堪能していただきます。 

     定 員：１５０名 

 

    ◆第二分科会：「三次ワインとアートのほろ酔いコース」 

     会 場：広島三次ワイナリー（三次市東酒屋町） 

奥田元宋・小由女美術館（三次市東酒屋町） 

     時 間：出発１４：００～帰着１７：３０ 

     内 容： 県内一のブドウ産地の三次が誇る広島三次ワイナリーにて、ブドウからワインが

出来るまでの工程を醸造長のお話いただき、三次ワインのテイスティングもしてい

ただけます。また、奥田元宋・小由女美術館では常設展示や、企画展をご覧いただき

ます。 

定 員：１６０名 

 

    ◆第三分科会：「三次の鵜飼で UKAI（うかい）コース」 

     会 場：鵜飼乗船場（三次市十日市） 

     時 間：出発１３：００～帰着１６：００ 

     内 容： 約 450 年の歴史を持つ、広島県無形民俗文化財指定の＜三次の鵜飼＞。潜水して 

魚を捕食する鵜の習性を利用して天然鮎を獲る伝統漁法。三次の伝統文化、鵜匠の手 

綱さばきを間近に見れる川舟遊覧をしていただきます。 

定 員：１００名 

 

◆第四分科会：「秘密のテストコース～人馬一体 走る歓びをあなたに～」 

     会 場：マツダ三次自動車試験場（三次市東酒屋町） 

     時 間：出発１４：００～帰着１７：３０ 

     内 容： マツダの聖地＜三次自動車試験場＞一般には立ち入ることができない、マツダ、そ 

して三次が誇るテストコースを見学し、『人馬一体』となる操縦性を体感し「走る歓 

び」を感じてください。グローバルに戦う日本の自動車産業の取り組みの一端を身近 

に感じていただきます。 

定 員：４７名 

 

 



    ◆第五分科会：「阿久利姫・忠臣蔵史跡めぐりコース」 

     会 場：鳳源寺（三次市三次町） 

     時 間：出発１４：００～帰着１６：３０ 

     内 容： 忠臣蔵で有名な浅野内匠頭の正室阿久利姫の生家、三次浅野家の菩提寺である鳳 

源寺を訪れ、忠臣蔵や阿久利姫ゆかりの史跡を見ていただきます。また、ご住職のお 

説法を聞き、座禅体験をしていただきます。阿久利姫も会場でお待ちしています。  

     定 員：４７名 

 

    ◆第六分科会：「古代ローマから三次に伝わりし青き勾玉コース」 

     会 場：広島県立みよし風土記の丘・広島県立歴史民俗資料館（三次市小田幸町） 

     時 間：出発１４：００～帰着１６：３０ 

     内 容： 約 3,000 基もの古墳が集中しており、古代ローマ帝国で作られたガラス玉が出土

するなど、古代から文化の開けた場所であった三次。みよし風土記の丘で古墳群や復

元された古代住居などを見学いただきます。また、当時の製法で勾玉作り体験をして

いただきます。 

     定 員：１００名 

 

◆第七分科会：「必見！ボールパークの魅力に迫る！マツダスタジアム見学ツアー」  

       Supported by 広島 YEG 

     会 場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（広島市） 

     時 間：出発１２：００～帰着１７：００ 

     内 容： 広島のスポーツ文化・ビジネスを代表する存在である広島東洋カープの本拠地マ

ツダスタジアムで、広島のスポーツ文化の素晴らしさを体感していただくとともに、

広島市民球場から移転した後の大幅な観客動員数・売上高の増加を果たした要因を

探っていただきます。 

定 員：４０名 

 

◆第八分科会：「業種別部会交流会＠三次物怪物語」 

           Supported by 日本 YEGビジネス交流委員会 

     会 場：広島県立みよし公園（カルチャーセンター２F視聴覚室） 

     時 間：１４：００～１６：００ 

     内 容： 同業他社との人脈を作り、他商圏の情報交換・ビジネスマッチングへ繋げる分科会 

です。また、三次市に伝わる妖怪伝説「稲生物怪録」、平成 31 年春に開館する「（仮 

称）湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）」をテーマとし、地 

域経済の発展提言を検討していただきます。 

     定 員：７０名 

 

 



◆特別分科会：「リオデジャネイロ五輪 競泳 200m平泳ぎ金メダル 金藤理絵選手 講演会」 

     テーマ：「諦めない心」 

     会 場：広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fアリーナ） 

     時 間：１３：００～１４：３０ 

     内 容： 地元、三次高校出身であり昨年開催されたリオデジャネイロ・オリンピック水泳女 

子 200m 平泳ぎ金メダリストの金藤理絵選手をお招きし、水泳、スポーツを通じた講 

演を行っていただき、経済分野に通じるヒント・アイデアを見出していただく分科会 

です。 

     定 員：５００名 

 

４．物産展 併催事業 「辛いもんスタジアム」（１１時００分～１６時００分） 

場 所：広島県立みよし公園（パティオゾーン） 

住 所：〒728-0016 広島県三次市四拾貫町神田谷 

内 容： 三次 YEGが事業推進する「三次唐麺焼」を中心に、ホットでスパイシーな辛いフー 

ド、食材が大集合！三次の誇る産品も取り揃えていますので、昼食とお土産はこちら 

でどうぞ。神楽や音楽ライブなどのステージイベントもお楽しみいただけます。 

 

５．ＯＢサロン（１１時３０分～１７時００分） 

   場 所：広島県立みよし公園（カルチャーセンター内） 

   住 所：〒728-0016 広島県三次市四拾貫町神田谷 

   内 容： ＯＢの方々が、くつろげて楽しめる空間、思い出話に花を咲かせていただける場を

設けます。 

 

６．大懇親会（１８時００分～２０時００分） 

   テーマ：「食べてよし、飲んでよし、騒いでよし、三よし大懇親会」 

～三次の食と地酒で乾杯～ 

     場 所：広島県立みよし公園（カルチャーセンター１Fアリーナ） 

住 所：〒728-0016 広島県三次市四拾貫町神田谷 

 

 

以 上 


