
日本商工会議所青年部 

第３６回中国ブロック大会防府大会 開催要綱【大会全体】 

 

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 

    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．開催日時 

  平成３０年８月３１日（金）・９月１日（土） 

 

３．開催場所 

  防府市内各所   

     

４．参加予定者 

中国ブロック内商工会議所青年部会員・ＯＢ会員および商工会議所役職員 

日本商工会議所青年部理事・役員・出向者及び全国の熱意ある会員 

    

 ５．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！！～ 

 

 ６．中国ブロックＹＥＧスローガン 

   進歩 ～未来（あす）に向かって 情熱を持って前へ～ 

    

７．開催地テーマ 

   維新伝心 ～集え！熱き者たち！つなげ！心ひとつに！～ 

 

８．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 

 

９．主 管   

防府商工会議所青年部 

 

１０．副主管 

   山口県商工会議所青年部連合会 

 

１１．後 援 

中国経済産業局 

   山口県 

   防府市 

   中国地方商工会議所連合会 

   山口県商工会議所連合会 

   防府商工会議所 

 



１２．来 賓 

   地元選出の衆議院議員 

   地元選出の参議院議員 

中国経済産業局長 

山口県知事 

山口県議会議員 

防府市長 

防府市議会議員 

防府商工会議所会頭・副会頭 

各関係団体長 

 

１３．開催日程及び場所 

 

平成３０年８月３１日(金) 

 

時間 内容 会場 

10:00～ 受 付 アパホテル 山口防府 

11:00～12:00 中国ブロック YEG 第 3回役員会 アパホテル 山口防府 

13:00～14:00 中国ブロック YEG 第 2回総会 アパホテル 山口防府 

14:30～17:30 中国ブロック 第 2回会長会議 デザインプラザＨＯＦＵ 

18:30～20:30 前泊者懇親会 アパホテル 山口防府 

21:00～22:30 二次会 防府市内各所 

 

◆中国ブロックＹＥＧ役員会、中国ブロックＹＥＧ総会、前泊者懇親会 

  場  所：アパホテル山口防府 【当日の受付はこちらで行います】 

  住  所：山口県防府市八王子 1-29-20／TEL：0835-24-9111 

 

◆中国ブロック会長会議 

 場  所：デザインプラザＨＯＦＵ 

 住  所：山口県防府市八王子 2-8-9／TEL：0835-25-3700 

 

平成３０年９月１日（土） 

 

時間 内容 会場 

9:00～ 受 付 防府市公会堂 

10:00～12:00 記念式典 防府市公会堂 

11:00～16:00 物産展 防府市公会堂 

13:00～17:00 分科会 防府市内各所 

14:00～15:30 記念講演 防府市公会堂 

16:00～18:00 OB・OGサロン ソルトアリーナ防府 

18:00～20:00 大懇親会  ソルトアリーナ防府 

 

 

◆記念式典、物産展、記念講演 

場  所：防府市公会堂 【当日の受付はこちらで行います】 

住  所：山口県防府市緑町 1-9-1／TEL：0835-23-2211 



◆分科会 

分科会 コース名 場所 定員 

第１分科会 君も名探偵！防府ミステリーツアー 防府市内 50名 

第２分科会 
一瞬の風になれ！防府ＹＥＧ杯  

防府競輪ガチンコレース大会 
防府競輪場 40名 

第３分科会 
防府から国防の最前線へ！航空自衛隊基地

見学 
航空自衛隊防府北基地 

80名 

第４分科会 マツダ防府工場見学 マツダ防府工場 40名 

第５分科会 明治維新 150年 旧毛利家本邸と英雲荘見学 毛利氏邸園、英雲荘 80名 

第６分科会 
市民プール分科会～ＹＥＧメンバーと水着

の交流をしよう！～ 

ソルトアリーナ防府 

内市民プール 
100名 

第７分科会 女性による女性のための「女青交流会」 防府天満宮周辺 45名 

特別記念講演 

野村 謙二郎（広島東洋カープ前監督） 

テーマ：「人を育て組織を活かすマネジメ

ント」 

防府市公会堂 1,300名 

※詳細は後述の大会プログラムをご確認下さい。 

登録申込後、人数調整をさせていただきます。定員次第ではご希望に添えない場合もございます

ので、ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

 

◆大懇親会、ＯＢ・ＯＧサロン 

場  所：ソルトアリーナ防府 

   住  所：山口県防府市大字浜方１７４－１／TEL：０８３５－２７－２０００ 

 

１４．参 加 者   

中国ブロック内商工会議所青年部会員・ＯＢ会員およ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 

 

１５. 宿 泊 

 宿泊をご希望の方は、各自で下記ホテルの中からご予約をお願いいたします 

・アパホテル山口防府    山口県防府市八王子 1-29-20   ＴＥＬ0835-24-9111 

・ホテルサン防府      山口県防府市戎町 1-10-16     ＴＥＬ0835-38-3855 

・ルートイン防府駅前    山口県防府市駅南町 1-45      ＴＥＬ0835-20-1100 

    ・スーパーホテル防府駅前  山口県防府市戎町 1-2-18     ＴＥＬ0835-38-9000 

   ・ビジネスホテルみやま   山口県防府市緑町 1-2-28    ＴＥＬ0835-22-9611 

 ・ホテルα－１防府     山口県防府市戎町 2-4-48    ＴＥＬ0835-25-5500 

 

１６．登 録 料 

〇８月３１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   非会員 １３，０００円 

〇８月３１日(金) 二次会登録料  お 1人  ５，０００円（要 登録） 

〇９月１日(土)  中国ブロック大会防府大会登録料 

お１人 １１，０００円   非会員 １３，０００円 

 ※ＯＢ・ＯＧもお１人 １１，０００円（ＯＢ・ＯＧサロン代含む） 

   ※ＯＢ・ＯＧも式典、記念講演、分科会、物産展、大懇親会など 全てにご参加いただけます。 



１７. 登録締切日 

  平成３０年７月３１日（火） 

 

１８. 登録方法 

  ＹＥＧ大会登録システム（ http://yeg.ez-system.jp/ ）より所属単会事務局を通じてご登録い 

ただきますようお願いいたします。 

 

１９．登録料の支払方法 

 ＹＥＧ登録システム上にて、請求書が発行されますので、単会事務局により指定口座へ８月２４日 

（金）までのご入金をお願い致します。なお、振込手数料につきましては、貴青年部でご負担頂きま 

すようお願い致します。 

（７月３１日（火）以降のキャンセルは、返金を致しかねますのでご容赦願います） 

（返金の際の振込手数料は差し引かせていただきます） 

 [振込口座] 山口銀行 防府支店 普通預金 口座番号 5163272 

       中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 金子幸次郎（かねここうじろう） 

 

２０．大会ホームページ     

平成３０年５月より開設済み（http://www.hofuyeg.net/chublo/） 

 

２１．委任状について 

  ８月３１日に開催の総会を欠席される方につきましては、別紙委任状の提出をお願いします。 

  委任状につきましては、下記事務局まで押印の上、郵送をお願いします。 

  提出期限 平成３０年７月３１日（火） 

 

２２．大会事務局 

中国ブロック大会防府大会事務局（担当：吉田） 

  〒 747-0037 山口県防府市八王子 2-8-9 防府商工会議所内 

ＴＥＬ：0835-22-4352  ＦＡＸ：0835-22-4763 

E-mail：h30chugoku@h-c.or.jp 
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http://www.hofuyeg.net/chublo/


日本商工会議所青年部 第 36回中国ブロック大会 防府大会 

プログラム 

【８月３１日（金）】 

 

◆中国ブロックＹＥＧ役員会               １１：００～１２：００ 

                            会場：アパホテル山口防府 

１．開会 

２．中国ブロックＹＥＧ会長挨拶 

３．審議事項 

  １）平成３１年度 中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長選任の件 

  ２）平成３１年度 中国ブロック商工会議所青年部連合会 役員選任の件 

  ３）平成３１年度 中国ブロック商工会議所青年部連合会 第１回総会、会長会議日程の件 

  ４）平成３１年度 中国ブロック大会 開催日の件 

  ５）その他 

４．閉会 

   

◆中国ブロックＹＥＧ総会                １３：００～１４：００ 

                             会場：アパホテル山口防府    

  １．開会 

  ２．国歌「君が代」斉唱 ・ 「伸びゆく大地」斉唱 

  ３．商工会議所青年部「綱領」朗読、「指針」唱和 

  ４．出席者確認 

  ５．中国ブロックＹＥＧ会長挨拶 

  ６．議題 

  １）～５）役員会審議事項１）～５）に同じ 

７．ブロック内各県青連活動状況報告 

８．その他 

９．閉会 

   

◆日本ＹＥＧ中国ブロック第２回会長会議         １４：３０～１７：３０ 

                           会場：デザインプラザＨＯＦＵ 

 

◆前泊者懇親会                     １８：３０～２０：３０ 

                             会場：アパホテル山口防府 

 

◆二次会                        ２１：００～２２：３０ 

                             会場：防府市内各所 

 



【９月１日（土）】 

◆記念式典                       １０：００～１２：００ 

                            会場：防府市公会堂  

   （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 金子 幸次郎 

               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 防府商工会議所青年部 会長 杉本 洋右 

 

   （７）開催地商工会議所会頭挨拶    防府商工会議所    会頭 喜多村 誠 

 

   （８）来賓挨拶  中国経済産業局局長   波留 静哉  様 

山口県知事       村岡 嗣政  様 

防府市長        池田 豊   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 

 

 

 

 

 



◆分科会                        １３：００～１７：００ 

                            会場：防府市内各所 

                              ※参加料の記載のないものは無料 

第一分科会：「君も名探偵！防府ミステリーツアー」 

     会 場：山頭火ふるさと館周辺（らんかん橋、うめてらす、防府天満宮） 

     時 間：１２：４５～１６：３０（ソルトアリーナ防府着） 

内 容：中国ブロック大会防府大会の会場内で「事件」が発生！現場に残された手掛かりを

もとに、参加者が防府随一の観光地を回遊しながら、ある事件の「謎解き」に挑ん

でいただきます。 

     定 員：５０名 

     参加料：１，０００円（入場料含む） 

 

    第二分科会：「一瞬の風になれ！防府ＹＥＧ杯 防府競輪ガチンコレース大会」 

     会 場：防府競輪場  

     時 間：１２：３０～１７：３５（ソルトアリーナ防府着） 

     内 容：競輪の魅力を知ってもらうため、まずは基本的なルールや車券の買い方などを学ん

でいただき、迫力あるプロ選手のレースをご覧いただきます。その後、参加者にも

特別にコース（１周３３３メートル）を自転車で走っていただけます。 

         ※飲酒後の自転車の運転はお断りします。運動靴・ジャージをご持参ください。 

定 員：４０名 

 

    第三分科会：「防府から国防の最前線へ！航空自衛隊基地見学」 

     会 場：航空自衛隊防府北・南基地（防府市田島） 

     時 間：１４：００～１７：２０（ソルトアリーナ防府着） 

     内 容：防府にはパイロットの卵が学ぶ航空自衛隊の基地があります。日頃なかなか見れ 

ない国防の最前線を担うパイロットを養成している基地の中を見学していただき 

ます。 

定 員：８０名 

 

第四分科会：「マツダのクルマづくり・ものづくりコース」 

     会 場：マツダ防府工場 

     時 間：１３：３０～１７：２５（ソルトアリーナ防府着） 

     内 容：防府市を代表する企業、マツダ㈱防府工場を訪問し、今年、6月に発表された新型 

「アテンザ」の開発者主査による商品紹介や、防府工場副工場長による工場のものづ 

くりについての講話を聞いていただきます。 

※休日のため工場内の見学の予定はありません 

定 員：４０名 

 

 

 



    第五分科会：「明治維新１５０年・旧毛利家本邸と英雲荘見学」 

     会 場：毛利氏邸園、英雲荘 

     時 間：１３：１５～１７：２０（ソルトアリーナ防府着） 

     内 容：毛利家ゆかりの歴史的建造物を見学していただきます。明治維新を挟んで新旧２つ 

の建物が残っているのは全国的に珍しく、その建築様式の違いを見比べることがで 

きます。両施設とも特別に専属スタッフによる説明を受けながらの見学となります。 

     定 員：８０名 

     参加料：２，０００円（入館料を含む） 

 

    第六分科会：「市民プールで分科会～ＹＥＧメンバーと水着の交流をしよう‼」 

     会 場：ソルトアリーナ防府内 市民プール  

     時 間：１３：００～１７：００ 

    内 容：防府市スポーツセンター内市民プールでＹＥＧメンバーと水着の交流をしていただ 

きます。会場は分科会参加者だけの貸切になっております。インストラクターによ 

る教室など、体を動かしていただき、体も心もリフレッシュしていただきます。 

平成最後のプールは防府でＹＥＧメンバーと水着の交流をしましょう。 

※飲酒後の参加はできません  

※水着をご持参ください。タオルの貸し出しは行っています。 

     定 員：１００名 

     参加料：１，０００円（入場料含む） 

 

第七分科会：「女性による 女性のための 女青交流会」  

     会 場：防府天満宮周辺 

     時 間：１３：３０～１７：２５（ソルトアリーナ防府） 

     内 容：女性限定の分科会です。ＹＥＧも女性会員が増え、活動スタイルも悩みも多様化し

ています。山口県内の美味しいスイーツを楽しみながらの交流会や日本で最初に創

建された防府天満宮の参拝を行います。女性会員のネットワークを広げましょう。 

定 員：４５名 

 

◆特別分科会：「プロ野球・広島東洋カープ前監督 野村謙二郎氏 講演会」 

     テーマ：「人を育て組織を活かすマネジメント」 

     会 場：防府市公会堂 

住 所：〒747-0026 山口県防府市緑町１丁目９－１ TEL：０８３５－２３－２２１１ 

     時 間：１４：００～１５：３０ 

     内 容：プロ野球・広島東洋カープ前監督の野村謙二郎氏をお招きし、長年の低迷により弱

体化したチームをどう変えていき、日本一を狙えるようになるチームへとその土台

を築いていったのか、具体的な取り組みを聞くことにより、今後の青年部活動や仕

事での組織づくり、特に２０～３０代前半の世代との接し方の参考にしていただく

分科会です。 

     定 員：１,３００名（一般客も参加可） 



◆物産展                        １１：００～１６：００ 

                            会場：防府市公会堂 

 

内 容：「美味しいものを届けたい」中国ブロック並びに山口県より広く集めたグルメを集 

めた企画です。防府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。 

 

◆ＯＢ・ＯＧサロン                   １６：００～１８：００ 

会場：ソルトアリーナ防府 

    (１階会議室) 

     会 場：ソルトアリーナ防府 (１階会議室) 

住 所：〒747-0833 山口県防府市大字浜方１７４－１ TEL：０８３５－２７－２０００ 

   内 容：YEG の輝かしい歴史を築いてくださった OB・OG の皆様が寛げて楽しめる空間、 

そして思い出話に花を咲かせられるような空間をおもてなしの心を持って提供い

たします。 

 

◆大懇親会                       １８：００～２０：００ 

                               会場：ソルトアリーナ防府 

    (１階メインアリーナ) 

   テーマ：「山口ぶち食べん祭 大懇親会」 

     内 容：防府市内の特産品などおいしい料理をはじめ、山口県内のＹＥＧからも自慢の一品 

         が登場します。山口のおいしいものを「ぶち」食べて、中国ブロックＹＥＧの皆様 

との交流を深めてください。 

  

 


