日本商工会議所青年部第３１回 北海道ブロック大会美幌大会
開 催 要 項
１．目

的
経済や社会環境が大きく変化する中で、企業と地域社会の時代を担う青年経済人が互いに交流と
連携の輪を広げ、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．開催地テーマ
「結（ゆい）」 地域を結ぶ。人を結ぶ。経済を結ぶ。
３．主

催
北海道商工会議所青年部連合会
日本商工会議所青年部

４．主

管
美幌商工会議所青年部

５．後

援
経済産業省北海道経済産業局
北海道
美幌町
日本商工会議所
北海道商工会議所連合会
美幌商工会議所

６．来

賓
日本商工会議所

会頭

経済産業省北海道経済産業局長
北海道知事
美幌町長
北海道商工会議所連合会 会頭
美幌商工会議所 会頭
地元関係諸団体
７．参

加

者

北海道ブロック内商工会議所青年部会員／日本商工会議所青年部役員及び出向委員
青年部ＯＢ会員／商工会議所役職員

他

８．開催日時及び場所
平成３０年１０月 ５日（金）
時間

内容

会場

10：00～16：30

登録受付

美幌町民会館

10：00～11：00

表敬訪問

美幌町役場・美幌商工会議所

11：00～13：00

北海道 YEG 代表役員会

美幌町民会館

13：00～14：00

北海道 YEG 理事会

美幌町民会館

15：00～17：30

北海道ブロック会長会議

美幌町民会館

17：00～18：00

登録受付

美幌グランドホテル

18：00～20：00

前泊者交流会

美幌グランドホテル

20：30～22：00

前泊者ナイト

美幌町内飲食店 各店

平成３０年１０月 ６日（土）
時間

内容

会場

10：00～14：00

登録受付

美幌町民会館

10：00～13：30

物産展

美幌町民会館

11：00～12：45

記念式典

美幌町民会館 びほーる

12：45～13：00

休憩

13：00～16：30

第１分科会

美幌町民会館

13：00～16：30

第２分科会

美幌峠レストハウス

13：00～16：30

第３分科会

常呂カーリングホール(北見市)

13：00～16：30

第４分科会

博物館 網走監獄(網走市)

13：15～16：00

ＯＢサロン（OB ランチ総会）

美幌グランドホテル

16：30～17：30

登録受付

グリーンビレッジ美幌・特設会場・

17：00～17：15

ウエルカムドリンク

グリーンビレッジ美幌・特設会場

17：15～19：30

大懇親会

グリーンビレッジ美幌・特設会場

20：00～21：30

美幌ナイト

美幌町内飲食店 各店

９．登

録

料

大会登録料

本会員

１１，０００円

ＯＢ会員

１１，０００円

非会員

１６，０００円

前泊者交流会

８，０００円

前泊者ナイト

４，０００円

第１分科会（昼食代 1,000 円含）

１，０００円

第２～第４分科会（昼食代 1,000 円含）

４，０００円

ＯＢサロン（昼食代 1,000 円含）

５，０００円

美幌ナイト

４，０００円

１０.登

録

7 月 1 日(日)登録開始
■登録方法
下記ホームページ・ＹＥＧ各種登録システムから登録をお願いします
日本商工会議所青年部第３１回北海道ブロック大会美幌大会ホームページ

http://bihoro-yeg.jp
１１.分

科

会

■第 1 分科会

ビジネスマインドセミナー
◆１３：００～１６：３０

定員２００名

登録料１０００円(昼食代)

より良い会社経営の向上に繋がる経営者のためのセミナー。
大手企業の CM 出演、主婦になってからも会社を設立するなど精力的に活動する実業
家で、その 20 年以上のキャリアを活かした数多くの講演を開くなど様々な場面で活
躍をされている竹本アイラさんをお招きします。過疎の進む美幌町は急激に地域経済
が縮小しております。その状況を改善するためのマインドを中心に地域の魅力を活か
した視点からの会社経営に役立つセミナーを行います。
●講師
■第２分科会

日本で唯一のビジョンスピーチ

美しく美幌

コンサルタント

竹本アイラ 氏

美幌峠を用いた観光開発

◆１３：００～１６：３０

定員３０名

登録料４０００円(昼食代含む)

美幌の新たな観光資源の魅力を紹介するとともに美幌商工会議所が取り組む美幌峠
と美幌市街地の経済的な視野を持った観光振興の取り組みである、ヘルスツーリズム
について体験していただき、『観光まちづくり協議会』の設立などをご紹介
標高 525ｍの頂上から眼下に世界第２位の大きさのカルデラ湖・屈斜路湖や、今なお

噴煙を吐く硫黄山が、晴れた日には遠くに知床連峰や大雪の峰々がつらなる壮大なパ
ノラマが広がる美幌峠でヨガ体験をしていただきます。
カーリング体験から考えるオホーツク観光 in 北見

■第３分科会

◆１３：００～１６：３０

定員４０名

登録料４０００円(昼食代含む)

平昌オリンピックで銅メダルを獲得したカーリングチーム LS(ロコ・ソラーレ)北見で、
北見は全国からも注目を集めることとなりました。そんな注目を集める北見の魅力や
観光資源を発信させていただきます。今回は LS 北見のメンバーも練習や大会で使用
するアドヴィックス常呂カーリングホールにてカーリングを体験していただき、スポ
ーツとしてのカーリングの魅力を体験し、また、北見の食に関してもご紹介いたしま
す。
オホーツク歴史体験 in 網走

■第４分科会

◆１３：００～１６：３０

定員４０名

登録料４０００円(昼食代含む)

明治時代から実際に網走刑務所で使用されてきた建物を保存公開している「博物館網
走監獄」を、専門ガイドに解説をいただきながら見学し、当時の時代背景や受刑者の
生活を知り、網走の不思議な歴史物語に触れていただきます。
また現在の網走刑務所で収容者が食べている食事メニューを再現した「体験監獄食」
を食していただきます。あなたの周りで「懐かしい味だ！」と言っている人はいませ
んか？

１２．会

場

■美幌町役場

美幌町字東 2 条北 2 丁目 25

TEL 0152－73－1111

■美幌商工会議所

美幌町字仲町 1 丁目 44

TEL 0152－73－5251

■美幌町民会館・びほーる

美幌町字東 2 条北 4 丁目 9

TEL 0152－73－4187

■美幌グランドホテル

美幌町字栄町 2 丁目 1

TEL 0152－73－4187

■グリーンビレッジ美幌

美幌町字美禽 258-2

TEL 0152－72－1994

■美幌グランドホテル

美幌町字栄町 2 丁目 1

TEL 0152－73－4187

■ホテル アーバン

美幌町字東 1 条北 1 丁目 18

TEL 0152－72－0011

美幌町字仲町 2 丁目

TEL 0152－73－0987

美幌町字美禽 258-2

TEL 0152－72－1994

■北見プラザホテル

北見市とん田東町 617

TEL 0157－61－6111

■網走セントラルホテル

網走市南 2 条西 3 丁目 7 番地

TEL 0152－44－5151

１３．宿泊施設

■民宿

峠荘

■グリーンビレッジ美幌
＜町 外＞

１４．大会事務局
美幌商工会議所青年部
〒092-0004

北海道網走郡美幌町字仲町 1 丁目 44

TEL

0152－73－5251

FAX

0152－73－5253

E－mail

第 31 回北海道ブロック大会『美幌大会』事務局

taikai@bihoro-yeg.jp

公式サイト http://bihoro-yeg.jp

美幌商工会議所内

担当：伊藤

