
 

日本商工会議所青年部 

第３５回 四国ブロック大会 高知大会 

Ⅰ．開催要綱 

１．開催目的 

   平成３０年は明治維新から１５０年。その立役者の一人である坂本龍馬先生の出身

地が高知県であります。龍馬先生は大政奉還を目指し全国を駆け巡る中で、高知の「お

きゃく」文化（宴会とおもてなし）で培ったコミュニケーション能力を活かし、様々な

人と人とをつなぎ合わせたとされております。この「おきゃく」文化は現在までしっか

りと継承されております。 

   また、今では全国から参加者が集う「よさこい祭り」も高知を代表する文化の一つと

して、歴史を重んじながらも、常に新しい風を取り入れ、枠にとらわれる事なく発展を

してまいりました。 

第３５回四国ブロック大会高知大会では、こうした高知ならではの「おきゃく」と「よ

さこい」という２つの文化を取り入れ、高知ＹＥＧが考える最高のおもてなしを創造し、

ブロック大会の目的である会員同士が交流の輪を拡げ青年経済人として研鑽すること、

そして会員一人ひとりが主役となり単会を超えた、より強固な繋がりを作れる新しい

交流の形『交流維新』を起こします。 

 

２．日本ＹＥＧ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！！～ 

 

３．四国ブロックＹＥＧスローガン 

『さらに前進』 ～今一度、熱意と情熱を持って交流せよ～ 

 

４．開催地テーマ 

『交流維新』 ～おきゃくでつながる よさこい高知～ 

 

５．主催 

  四国ブロック商工会議所青年部連合会（四国ブロックＹＥＧ） 

日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ） 

６．主管 

  高知商工会議所青年部（高知ＹＥＧ） 

 



７．後援 

  四国経済産業局 

  高知県 

高知市 

  四国商工会議所連合会 

高知県商工会議所連合会 

  高知商工会議所 

  高知県商工会議所青年部連合会 

 

８．来賓（予定） 

  日本商工会議所会頭 

  内閣府特命大臣 

  四国経済産業局長 

  衆議院議員 

参議院議員 

  日本銀行高知支店支店長 

  高知県知事 

高知市長 

  高知県商工労働部長 

  高知県観光振興部長 

  高知県産業振興推進部長 

  高知市商工観光部長 

  高知県議会議長 

  高知市議会議長 

  四国商工会議所連合会会長 

  高知県商工会議所連合会会頭 

 高知商工会議所会頭     ほか 

 

９．参加者 

  商工会議所青年会員部並びにＯＢ会員、商工会議所役職員 約１，０００名 

 

10．開催日時・会場 

  平成３０年９月１４日（金） 場所：土佐御苑 

    9：00～    登録受付 

   10：00～12：00 四国ブロックＹＥＧ 役員会 

   12：00～13：00 四国ブロックＹＥＧ  役員懇談会 

   13：30～14：30 四国ブロックＹＥＧ 臨時総会 

   15：00～18：00 四国ブロックＹＥＧ 会長会議 

   18：30～20：30 前泊者懇親会 

   21：00～22：30 二次会 

 

 



平成３０年９月１５日（土） 

    9：00～    登録受付  （高知県立県民文化ホール オレンジホール） 

   10：15～10：30 オープニング（高知県立県民文化ホール オレンジホール） 

   10：30～12：30 記念式典  （高知県立県民文化ホール オレンジホール） 

   12：45～15：45 第１分科会 （お城下散策） 

   12：45～15：45 第２分科会 （おきゃく電車） 

   12：45～15：45 第３分科会 （桂浜荘・坂本龍馬記念館・龍馬像）※移動用バス 

   12：45～15：45 第４分科会 （オーベルジュ土佐山）※移動用バス 

   12：45～15：45 第５分科会 （土佐タタキ道場）※移動用バス 

   16：00～17：30 記念講演  （高知県民文化ホール オレンジホール） 

   18：00～20：00 大懇親会  （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

   20：30～22：00 二次会 

                  ※移動用バスは高知県民文化ホール前より出発 

 

会  場 会場詳細 所要時間 

土佐御苑 〒７８０－００５２ 

高知県高知市大川筋１－４－８ 

電話 ０８８－８２２－４４９１ 

https://www.tosagyoen.co.jp/ 

高知駅より 

徒歩７分 

高知ＩＣより 

車で１１分 

高知県立 

県民文化ホール 

〒７８０－０８７０ 

高知県高知市本町４－３－３０ 

電話 ０８８－８２４－５３２１ 

http:// kkb-hall.jp/ 

高知駅より 

電車で２０分 

高知ＩＣより 

車で１７分 

高知県立 

坂本龍馬記念館 

〒７８１－０２６２ 

高知県高知市浦戸城山８３０ 

電話 ０８８－８４１－０００１ 

https://ryoma-kinenkan.jp/ 

高知ＩＣより 

車で２５分 

オーベルジュ土佐山 〒７８１－３２２２ 

高知県高知市土佐山東川６６１ 

電話 ０８８－８５０－６９１１ 

http://www.orienthotel.jp/tosayama/ 

高知ＩＣより 

車で３５分 

土佐タタキ道場 〒７８１－０１１２ 

高知県高知市仁井田２０１２－２ 

電話 ０８８－８４７－３２５５ 

http://www.tataki.co.jp/ 

高知ＩＣより 

車で２５分 

ザ クラウンパレス 

新阪急高知 

〒７８０－８５６１ 

高知県高知市本町４－２－５０ 

電話 ０８８－８７３－１１１１ 

https://www.crownpalais.jp/kochi/ 

高知駅より 

電車で２０分 

高知ＩＣより 

車で１７分 

 

 



11．ご登録方法 

  ＹＥＧ各種大会登録システム（http://yeg.ez-system.jp）より、単会事務局経由でお

申込みください。 

 

12．登録料 

日 時 内 容 金 額 

９月１４日

（金） 

 登 録 料  １０，０００円 

 役 員 懇 談 会 費   １，５００円 

 二 次 会 ５，０００円 

９月１５日

（土） 

 登 録 料  １１，０００円 

 第 ２ 分 科 会  ４，０００円 

 第 ３ 分 科 会  ３，５００円 

 第 ４ 分 科 会  ７，０００円 

 第 ５ 分 科 会 ３，５００円 

二   次   会 ５，０００円 

 

13．登録締切  平成３０年８月３１日（金） 

 

14．支払方法 

  ＹＥＧ各種大会登録システムにて請求書をダウンロード頂き、９月１０日（月）までに

指定口座へご入金をお願いします。なお振込み手数料につきましては、ご負担頂きます

ようお願い致します。 

  ※８月３１日（金）以降のキャンセルは、返金致しかねますのでご了承願います。 

  【お振込先】 

   銀行名：四国銀行本店営業部 普通 １７３２８３５ 

   口座名義：高知商工会議所専務理事 杉本 雅敏 

 

15．ご宿泊について 

  宿泊をご希望の方は、下記へお問い合わせください。 

  ※宿泊のチェックイン及びご精算は、各自フロントにてお願いします。 

 【お問合せ先】（株）ＪＴＢ中国四国高知支店 

TEL ０８８－８２３－２３３１（担当：橋本） 

 

16．大会ホームページ URL http://www.kochi-yeg.ne.jp/2018shikoku-b.html 

 

17．大会事務局 

  四国ブロック大会高知大会事務局（高知商工会議所） 

  〒７８０－０８７０高知県高知市本町１－６－２４ 

TEL０８８－８７５－１１９６ FAX ０８８－８７３－０５７２ 

URL http://www.cciweb.or.jp/kochi/ 

E-Mail kochiyeg@cciweb.or.jp （担当 横山・山﨑（正）・前田） 



Ⅱ．大会プログラム 

１．記念式典（１０：３０～１２：３０） 

  （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 

      四国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 森本 太一郎 

      日本商工会議所青年部        会長 内田 茂伸 

      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 

  （７）開催地商工会議所会頭挨拶 

  （８）来賓挨拶（予定） 

      内閣府特命大臣 

四国経済産業局長 

      高知県知事 

      高知市長 

  （９）来賓紹介（予定） 

日本商工会議所会頭 

内閣府特命大臣 

四国経済産業局局長 

      衆議院議員 

      参議院議員 

      日本銀行高知支店支店長 

      高知県知事 

      高知市長 

      高知県商工労働部長 

      高知県観光振興部長 

      高知県産業振興推進部長 

      高知市商工観光部長 

      高知県議会議長 

      高知市議会議長 

      四国商工会議所連合会会長 

      高知県商工会議所連合会会頭 

     高知商工会議所会頭     ほか 

  （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）第３６回四国ブロック大会開催地発表 

  （12）日本商工会議所青年部第３６回全国会長研修会について 

  （13）日本商工会議所青年部第３８回全国大会について 

  （14）閉会宣言 

 



２．分科会（１２：４５～１５：４５） 

  第１分科会 「お城下で交流維新」 

   内 容：高知城、高知城歴史博物館、ひろめ市場など高知市のお城下を自由に散策。

屋台村のような「ひろめ市場」では、地物の食材とお酒が楽しめます。 

   定 員：なし 

   登録料：無料 

 

  第２分科会 「おきゃく電車で交流維新」 

   内 容：歴史ある高知の路面電車が、宴会スペースに変身！ 

動く電車の中で楽しむ宴会を、是非お楽しみください。（昼食付） 

   定 員：５０名 

   登録料：４，０００円 

 

  第３分科会 「高知の名所・桂浜で交流維新」 

   内 容：２０１８年にリニューアルした高知県立坂本龍馬記念館と、桂浜を眺める坂

本龍馬像の見学を行います。 

記念館の前にある「シェイクハンド龍馬像」と握手！（昼食付） 

   定 員：４５名 

   登録料：３，５００円 

 

第４分科会 「オーベルジュ土佐山で交流維新」 

   内 容：自然豊かな地域にあるオーベルジュ土佐山にて、有名な土佐あかうしを味わ

い、温泉に浸かり心身ともにリラックスして頂きます。（昼食・入浴付） 

   定 員：２５名 

   登録料：７，０００円 

 

第５分科会 「鰹の藁焼きたたきで交流維新」 

   内 容：高知名物「鰹の藁焼き」を体験して頂けます。 

自分で焼いて炙った鰹はまっこと美味い！是非ご堪能あれ！（昼食付） 

   定 員：４５名 

   登録料：３，５００円 

 

３．記念講演（１６：００～１７：３０） 

   講 師：株式会社 DDホールディングス 代表取締役社長 松村厚久氏 

        ノンフィクション作家 小松成美氏 

テーマ：「これからの熱狂宣言」 

   場 所：高知県民文化ホール オレンジホール  

   定 員：１，０００名 

 

４．大懇親会（１８：００～２０：００） 

   場 所：ザ クラウンパレス新阪急高知 

   内 容：大懇親会 


