
 

 

日本商工会議所青年部 第３７回東北ブロック大会 秋田おおまがり大会 

大会参加登録要綱 

 

１．登録方法  

大会公式 HP 内に設置する登録用バナーをクリックの上、登録システム上から受付をお願いします。 

なお、登録方法は日本旅行登録システムを使用いたします。 

また、詳細の操作方法については操作マニュアルをご参照ください。 

＊重複を防ぐため、各単会事務局が代表して登録を行ってください 

 併せて、OBの皆様方へのご案内につきましても、ご配慮賜りますようお願い申し上げます 

 
  東北ブロック大会秋田おおまがり大会 公式ホームページ   

h t t p s : / / w w w . y e g - o m a g a r i - b l o c 3 7 . c o m  
（詳細については大会 HPにてご確認をお願いいたします。） 

 

２．登録受付期間  

平成３０年７月３１日（火）まで 

（なお、宿泊・分科会・エクスカーションは先着順となりますので、早めの登録をお願いいたします。） 

 

 

３．登録料・参加料・納入方法  

 

■登録料・参加料 

９月７日（金） 東北ブロック諸会議              

内容                     費用      

会議費                    １，０００円  

昼食代                    １，０００円  

前泊者懇親会費               １０，０００円  

二次会費                   ４，０００円  

 

９月８日（土） 記念式典・記念講演会・分科会・大懇親会     （記念式典 家族登録不可） 

内容                               費用           

大会登録料                            １１，０００円      

家族登録料（大人・学生）                      ５，０００円      

家族登録料（小中高生）                       ２，０００円      

第１分科会 「花火博士になれる！花火の歴史と製造工程見学ツアー」 無料 家族登録可能    

第２分科会 「秋田舞妓と行く！伝統の酒造見学ツアー」       無料 家族登録可能    

第３分科会 「毎日食べるからこそ知っておきたい米がある」     無料 家族登録可能    

第４分科会 「４５の価値と未来をぶぢあげろ大賞」         無料 家族登録可能    

第５分科会 「郷創塾」政策提言勉強会               無料 家族登録不可    

第６分科会 「ディープな魅力満載！花火通り商店街巡り」      無料 家族登録可能    

ＯＢサロン                             ６，０００円       

https://www.yeg-omagari-bloc37.com


 

 

 

９月９日（日） エクスカーション                              

内容                          費用                

１）お手軽ゴルフ９Ｈハーフゴルフ（定員４０名）＊１   ５，０００円 家族登録可能     

２）カヌー体験（定員２０名）              ３，０００円 家族登録可能     

３）花火資料館見学と模擬玉製作体験（定員３０名）    ２，０００円 家族登録可能     

４）エックスカートで大曲散策（定員１０名）       ８，０００円 家族登録可能     

５）飾り太巻き体験（定員２０名）            １，０００円 家族登録可能     

６）農業体験（定員３０名）               ２，０００円 家族登録可能     

＊１のゴルフプレー代は別途現地にてお支払いとなります。                   

 

【お昼の部】                                        

お疲れ様・みんなで大バーベキュー大会（定員無し）    ３，０００円 家族登録可能     

 

■納入方法  

 銀行振込のみとなります。 

【お振込先】 

銀 行 名： 北都銀行 大曲支店       

口座種類： 普通預金            

口座番号： ６３０１０５８         

口 座 名： 株式会社日本旅行東北大曲支店  

 

４．締切日以降の予約変更、取り消しについて 

７月３１日までは当 WEB サイトにて変更・取り消しが出来ますが、締切日以降のご予約の変更、取り消しに 

ついては、メール・FAX 等でご連絡をお願いいたします。 

 

【宿泊登録について】 

個人情報の登録を完了してからお進みください。 

料金は１名様分で、１泊朝食付きの料金となります。 

 

【宿泊取消料について】 

「取消日」は、お客様が日本旅行東北大曲支店の営業日・営業時間内（平日９：３０～１７：３０営業）に 

解除する旨を、お申出いただいた時を基準とします。 

取消料につきましては、お申出の日時により所定の取消料をご請求申し上げます。 

５. 登録に関するお問い合わせ先                           

株式会社 日本旅行東北 大曲支店     

〒０１４－００２７ 秋田県大仙市大曲町５－４ （担当者 飛田）   

TEL ０１８７－６２－１４７７ FAX０１８７－６２－１４３５ 

                       営業時間：９：３０～１７：３０（土・日・祝祭日は休業）



日本商工会議所青年部 

第３７回東北ブロック大会秋田おおまがり大会 

開催要綱 

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. 東北ブロック商工会議所青年部スローガン 

  つながる情熱 つなぐ未来 

～ＹＥＧのつながりが 東北の未来を照らす “光”となる～ 

 

3. 日本商工会議所青年部スローガン 

Ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ，ｐａｓｓｉｏｎ ｏｆ ＹＥＧ 

～われらが未来の指標のために、今！！～ 

 

4. 開催地テーマ 

ぶぢあげろ！！！ 大曲から 

ＫＩＺＵＫＩ 東北ＹＥＧ ４５の価値と未来 

≪大会趣旨≫ 

世界や日本が前提としていた従来の価値観と将来像が大きな転機を迎えています。そのフ

ロントランナーが私たちの暮らす東北です。少子高齢化、人口減、産業の空洞化、中心市街

地のシャッター街化、限界集落の顕在化など枚挙にいとまがありません。これらの問題に世

界で最初に取り組む機会を与えられたのが我々東北の青年経済人です。 

グローバル経済での競争力強化が国の重要施策とはいっても、全国のＹＥＧメンバーの多

くが関わるローカル経済は我が国ＧＤＰの７０％を占めており、地域経済のみならず日本の

経済にとって大きな存在です。そしてそのことが私たちＹＥＧの誇りであり、存在意義であ

ります。 

本大会を大曲ＹＥＧが主管するにあたり、私たちＹＥＧが企業と地域社会の次代を担うた

めに、自身のビジネスや地域経済を発展させる研鑽の場といたします。 

東北が置かれている状況を俯瞰しながら理解し、「ＹＥＧメンバーそれぞれが自分たちの

ビジネスや地域に必要なものは何か」に気付くことができる事業を行います。そしてその気

付きをＹＥＧメンバーのみならず、地域に連なる人々と共有し、それぞれの地域を築いてい

く原動力に繋げていただける内容といたします。 

① ＹＥＧメンバーを支える家族と共に参加できるブロック大会 

私たちがビジネスやＹＥＧ活動を成功させるためには自社の社員・家族の理解とサポート



が不可欠です。社員や家族と思いを共有できなければ、地域の人々と思いを共有する事はで

きません。今大会では私たちＹＥＧメンバーが自分たちの活動を通じて、自分たちの思いを

家族に伝え、ＹＥＧ活動への理解を深めてもらえる分科会を用意します。そのためにＹＥＧ

メンバーの家族登録を可能にし、家族ともども楽しめる企画内容を計画します。さらに地域

の皆様にも、私たちの理念と思いを理解・共感いただける場にします。 

② ＹＥＧメンバーの交流を深め、絆を広げるブロック大会 

ブロック大会は東北全域から志を同じくするかけがえのないＹＥＧメンバーが一堂に会

する貴重な機会です。同じ青年経済人として親しい仲間との語らい、初めて出会う方との親

交はブロック大会の大切な意義です。 

この大会で築かれたネットワークはＹＥＧだけではなく、地域間の交流人口の増加、活性

化に資するはずです。 

大曲の花火が開催されている河川敷の一部を大懇親会場として、大曲ＹＥＧのおもてなし精

神により、多くの絆を育み楽しんでいただける交流の場をつくります。  

平成最後となるであろう記念すべきブロック大会開催にあたり、日本ＹＥＧ、東北ブロッ

クＹＥＧ、そして秋田県連、県内各単会の皆様と共に、大曲ＹＥＧ一丸となって成功に向け

て取り組みます。 

 

5. 主催 

 東北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 

 大曲商工会議所青年部／秋田県商工会議所青年部連合会 

 

7. 後援 

 経済産業省東北経済産業局／秋田県／大仙市／東北六県商工会議所連合会 

 秋田県商工会議所連合会／秋田県内商工会議所／大曲商工会議所 

 

8. 来賓 

 経済産業省東北経済産業局長／秋田県知事／大仙市長 

東北六県商工会議所連合会長／秋田県商工会議所連合会長／他関係団体長 

 

9. 開催日時及び場所 

◇ブロック諸会議・秋の会長会議◇ 

日 時：平成３０年９月７日（金）９：００～／受付８：００～ 

場 所：グランドパレス川端（秋田県大仙市大曲浜町 7−39 TEL0187－62－0354） 

 ９：３０～１０：１５   【東北ブロック執行部会議】  

１０：３０～１２：３０   【常任理事会・東北活性委員会・ビジネス発掘委員会】 

１２：４５～１４：１５   【東北ブロック役員会】  

１４：３０～１５：００   【東北ブロック臨時総会】  

１５：１５～１８：１５   【東北ブロック秋の会長会議】  

 



◇前泊者懇親会◇ 

日 時：平成３０年９月７日（金）１９：００～２１：００ 

場 所：ゲストハウスフォーシーズン（秋田県大仙市佐野町２−４ TEL0187-62-6000） 

 

 ◇記念式典◇（家族登録 不可） 

日 時：平成３０年９月８日（土）１０：００～１２：００／受付９：００～ 

場 所：大仙市大曲市民会館 大ホール 

（秋田県大仙市大曲日の出町２丁目６−５０ TEL0187-63-8766） 

 

 ◇メインフォーラム 記念講演◇（家族登録可能）（大曲商工会議所会員参加可能） 

日 時：平成３０年９月８日（土）１３：００～１４：３０ 

場 所：大仙市大曲市民会館 大ホール 

（秋田県大仙市大曲日の出町２丁目６−５０ TEL0187-63-8766） 

内 容：東北ＹＥＧ４５単会メンバーが暮らすそれぞれの地域の継続性を維持し、それぞれを 

輝かせるためのＫＩＺＵＫＩ（気づき、築き）ある講演会 

≪講演会趣旨≫ 

東北が置かれている状況を俯瞰しながら理解し、「それぞれ自分たちのビジネスや地域

に必要なものは何か」に気付くことができる内容とする。そしてＹＥＧメンバーのみなら

ず、地域に連なる人々と“気付き”を共有し、それぞれの地域を“築き”上げる原動力と

成り得る講演内容とする。 

 

講 師：冨山和彦（とやまかずひこ）氏 

経 歴：１９６０年生まれ、東京大学法学部卒。 

株式会社経営共創基盤（ＩＧＰＩ）代表取締役ＣＥＯ 

スタンフォード大学経営学修士（ＭＢＡ）、司法試験合格 

ボストン・コンサルティング・グループ、コーポレイトディレクション代表取締役を

経て、２００３年に産業再生機構設立時に参画し、ＣＯＯに就任。解散後、ＩＧＰＩ

を設立。関東自動車(栃木県)・茨城交通・福島交通や岩手県北自動車、浄土ヶ浜パー

クホテルなどの再生支援を行う。２００９年、政府のＪＡＬ再生タスクフォースサブ

リーダーに就任。  

パナソニック(株)社外取締役、東京電力ホールディングス(株)社外取締役、経済同友

会副代表幹事。財務省財政制度等審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、内閣官房

まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本

計画専門調査会委員、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナン

ス・コードのフォローアップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会委

員。 

 

 ◇分科会◇ 

日 時：平成３０年９月８日（土）１５：００～ 

場 所：大仙市内 

登録料：無料 

 

 

 



 

 ◆第１分科会◆（家族登録可能） 

「花火博士になれる！花火の歴史と製造工程見学ツアー」 

時 間：１５：００～１７：００ 

内  容：花火資料館「はなび・アム」、花火工場「(株)花火創造企業」の見学で大曲 

の花火の歴史と花火産業構想によるＫＩＺＵＫＩをぶぢあげろ！ 

場  所：花火資料館 はなび・アム（秋田県大仙市大曲大町７−２ TEL0187-62-1312） 

   株式会社花火創造企業（秋田県大仙市内小友山根８９ TEL0187-73-5101） 

定  員：１６０名 

 

  ◆第２分科会◆（家族登録可能） 

「秋田舞妓と行く！伝統の酒蔵見学ツアー」 

時  間：１５：００～１７：００ 

内  容：創業１０５年を数える刈穂酒造の酒蔵見学、座敷蔵で秋田舞妓の踊りを見なが 

ら刈穂の美酒を堪能してもらい、海外からも認められた大曲の日本酒からＫＩ 

ＺＵＫＩをぶぢあげろ！ 

場 所：刈穂酒造株式会社（秋田県大仙市神宮寺字神宮寺２７５ TEL0187-72-2311） 

定 員：５０名 

 

  ◆第３分科会◆（家族登録可能） 

「毎日食べるからこそ知っておきたい“米”がある」 

時  間：１５：００～１７：００ 

内  容：ＪＡ秋田おばこ青年部との連携により開催。米取扱量日本最大規模のおばこラ 

イスターミナルの見学後、ＪＡ秋田おばこが運営するしゅしゅえっとまるしぇ 

のキッチンで大仙市産のお米「あきたこまち」、「ゆめおばこ」の食べ比べを 

し、商工業だけではない、農商工連携によるＫＩＺＵＫＩをぶぢあげろ！ 

場  所：おばこライスターミナル（秋田県大仙市四ッ屋字切上１０ TEL0187-66-2188） 

     しゅしゅえっとまるしぇ（秋田県大仙市花館字常保寺１０６-１ TEL0187-73-5194） 

定  員：３０名 

 

  ◆第４分科会◆（家族登録可能） 

「東北ブロックＹＥＧ事業大賞（仮称）」 

    東北ブロックＹＥＧ／東北活性委員会主管 

   時  間：１４：４５～１７：１５ 

   場  所：大仙市大曲市民会館 小ホール 

（秋田県大仙市大曲日の出町２丁目６−５０ TEL0187-63-8766） 

   定  員：４００名 

 

  ◆第５分科会◆（家族登録 不可） 

   「郷創塾」政策提言勉強会 

    日本ＹＥＧ／政策提言委員会主管 

時  間：１５：００～１７：００ 

   場  所：大仙市大曲交流センター 

（秋田県大仙市大曲日の出町２丁目７－５３ TEL0187-63-1105） 

   定  員：５０名 

 

 

 

 

 



 

  ◆第６分科会◆（家族登録可能） 

「ディープな魅力満載！花火通り商店街巡り」 

内容：ホルモン日本一に輝いた焼肉屋、秋田の珍しい地酒が数多く楽しめる居酒屋、

昔懐かしいプラモデルをそろえたおもちゃ屋など、個性的な商店が連なる大曲

駅前「花火通り商店街」の散策で商売への KIZUKI をぶぢあげろ！ 

時  間：１５：００～１７：００ 

場  所：大曲駅周辺 

定  員：無し 

 

 ◇昼食及び物産展◇（家族参加可能） 

日 時：平成３０年９月８日（土）１０：００～１５：００ 

場  所：大仙市大曲市民会館 広場 

    （秋田県大仙市大曲日の出町２丁目６−５０ TEL0187-63-8766） 

※大曲商工会議所食品関連業部会 主催 

「地元にあるよ、こんな旨いもの【おいしい大仙】」同時開催 

 （一般市民も参加可能） 

 

 ◇大懇親会◇（家族登録可能） 

日  時：平成３０年９月８日（土）１８：００～２０：３０ 

場  所：「大曲の花火」大会会場 

   （秋田県大仙市大曲 雄物川河畔） 

 

 ◇ＯＢサロン◇（家族登録可能） 

  「秋田民謡と秋田の飲食文化、万歳！」 

日  時：平成３０年９月８日（土）１５：００～１７：００ 

場  所：グランドパレス川端 

（秋田県大仙市大曲浜町 7−39 TEL0187－62－0354） 

登録料：６，０００円 

 

◇エクスカーション◇ 

日  時：平成３０年９月９日（日） 

大曲をもうちょっと愉しもう！ 

【午前の部】 

１）お手軽ゴルフ９Ｈハーフゴルフ（家族登録可能） 

「ぷちあげろ!!! カップは果てなく遠いけど～♪ ようへい杯ぷちゴルフ大会!!!」 

（大曲駅から車で３分、便利な市民ゴルフ場で昼食前に軽く汗流し） 

時  間：８：００～１１：４５ 

   ※終了後、バーベキュー会場で表彰式 

場  所：大仙市民ゴルフ倶楽部 

（秋田県大仙市花館柳町１−１TEL0187-63-8766） 

定  員：４０名 

登録料：５，０００円 

 

２）カヌー体験（家族登録可能） 

「こぎあげろ!!! カヌーの舵はいつの世も熱ある者が漕いできた～♪ カヌー川下り体験」 

（鮭サクラマスが遡上する自然豊かな雄物川でのパドリング体験） 

時  間：９：００～１１：４５ 

場  所：丸子川船着場～神宮寺船着場 

定  員：２０名 



登録料：３，０００円 

３）花火資料館見学と模擬玉製作体験（家族登録可能） 

「こめあげろ!!! 花火を想う気持ちは忘れない～♪ 花火資料館見学・模擬玉製作」 

（前日の分科会に参加出来なかったメンバーの為に、花火資料館の見学と花火師 

指導による模擬玉製作体験） 

時  間：９：００～１１：４５ 

場  所：花火資料館 はなび・アム（秋田県大仙市大曲大町７−２TEL0187-62-1312） 

   ＢＢＱ会場 

定  員：３０名 

登録料：２，０００円 

 

   ４）エックスカート（ゴーカート）で大曲散策（家族登録可能） 

   「かけぬけろ!!! 幾山河を越えていく～♪ エックスカート体験」 

     （エックスカートで大曲の名所を駆け巡ります） 

     時  間：９：００～１１：４５ 

     場  所：ＢＢＱ会場～旧池田氏庭園（秋田県大仙市高梨大嶋１TEL0187-63-8972） 

     定  員：１０名 

登録料：８，０００円 

 

５）飾り太巻き体験（家族登録可能） 

「まきあげろ!!! インスタ映えの願いをかたちに変える～♪ 伝統食太巻き料理体験」 

（ＪＡ秋田おばこ講師の指導のもと大曲の伝統料理「飾り太巻き」を調理体験） 

時  間：９：００～１１：４５ 

場  所： しゅしゅえっとまるしぇ（秋田県大仙市花館字常保寺１０６-１TEL0187-73-5194） 

定  員：２０名 

登録料：１，０００円 

 

６）農業（大根の種まき・枝豆収穫）体験（家族登録可能） 

「かりあげろ!!! 豊かな郷土が築く～♪ 農業収穫体験」 

  （秋田県が力を入れる枝豆、収穫体験の後はそのまま昼のバーベキューで試食。 

   大根の種まき体験→収穫は松倉農産にお願いをしいぶりガッコに加工、参加者 

   に郵送） 

    時  間：９：００～１１：４５ 

場  所：松倉農産物生産加工所（秋田県大仙市松倉字大川原１２６TEL0187-66-1924） 

定  員：３０名 

登録料：２，０００円 

 

【お昼の部】 

お疲れさま・みんなで大バーベキュー大会（家族登録可能） 

「ぶぢあげろ!!!!!! 人と人とが語り合い心と心を結ぶため～♪ 大ＢＢＱ大会」 

   （午前の部を体験した後は、参加メンバー、地元スタッフみんなで打ち上げＢＢＱ！） 

   時  間：１２：００～１５：００ 

   場  所：「大曲の花火」大会会場（秋田県大仙市大曲 雄物川河畔） 

    定  員：無し 

    登録料：３，０００円 

 

10. 参加者 

東北ブロック内商工会議所青年部会員と日本商工会議所青年部会員及び商工会議所職員  

東北ブロック内商工会議所青年部 OB 会員と日本商工会議所青年部 OB 会員 

上記会員の家族 



 

11. 登録料 

大会登録料       １１，０００円 

前泊者懇親会      １０，０００円 

家族登録（大人・学生）  ５，０００円 

家族登録（小中高生）   ２，０００円 ※未就学児は無料 

会議費（9/7）         １，０００円 

昼食代（9/7）         １，０００円 

二次会（9/7）         ４，０００円 

メインフォーラム     無料  

分科会            無料  

ＯＢサロン               ６，０００円 

エクスカーション    上記詳細確認 

 

12. 登録方法 

  各単会でとりまとめの上、日本旅行登録システムよりご登録お願い致します。 

また、OBの皆様方へのご案内につきましても、ご配慮賜りますようお願い申し上げます。 

ホテルは大仙市内、横手市内、秋田市内各ホテルを利用予定。 

 

13. 登録受付 

登録受付開始    平成 30 年 6月 11 日（月）13:00 

 登録締切日     平成 30 年７月 31 日（火） 

  支払期限      平成 30 年 8 月 9 日（木） 

 

14. 目標登録数 

  ２，０００名 

 

15．事務局 

大曲商工会議所 青年部担当 小嶋 段 戸嶋 亮平 

〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町１-１３ TEL0187-62-1262 FAX0187-62-1265 

メールアドレス d-kojima＠omagari-hanabi.com 






