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Ⅰ．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．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、今！！～	 

	 

３．近畿ブロックＹＥＧスローガン	 

	 	 「ONE RANK UP 近畿！」	 
	 	 	 〜近畿から、愛する地域のために共に一歩を踏み出そう〜	 

	 

４．開催地テーマ	 

	 	 「志士奮迅」	 

	 ～加西へ集え！	 地域を愛する者たちよ！これがＹＥＧ魂だ！～	 

	 

５．主催	 

近畿ブロック商工会議所青年部連合会（近畿ブロックＹＥＧ）	 

日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）	 

	 

６．主管	 

加西商工会議所青年部	 

	 

７．副主管	 

兵庫県商工会議所青年部連合会	 



	 ８．後援（依頼予定先）	 

近畿経済産業局	 

兵庫県	 

加西市	 

関西商工会議所連合会	 

兵庫県商工会議所連合会	 

加西商工会議所	 

	 

９．来賓（出席依頼予定先・敬称略）	 

近畿経済産業局長	 

兵庫県知事	 

加西市長	 

衆議院議員	 

参議院議員	 

兵庫県議会議員	 

加西市議会議長	 

関西商工会議所連合会会長	 

兵庫県商工会議所連合会会長	 

加西商工会議所会頭	 

加西商工会議所副会頭	 

加西商工会議所専務理事	 

加西商工会議所女性会会長	 

	 

１０．開催日時及び主会場	 

平成３０年９月２８日（金）１１：００～２０：００	 

	 	 	 近畿ブロック会長会議	 

ホテル日航姫路	 

〒６７０－０９６２	 兵庫県姫路市南駅前町１００番	 

ＴＥＬ	 ０７９－２２２－２２３１	 

	 	 	 

平成３０年９月２９日（土）１０：００～２０：００	 

近畿ブロック大会	 

加西市民会館	 

〒６７５－２３０３	 兵庫県加西市北条町古坂１丁目１番地	 

ＴＥＬ	 ０７９０－４３－０１６０	 

	 

１１．参加対象者	 

近畿ブロック管内	 各地商工会議所青年部会員・ＯＢ及び商工会議所役職員	 



	 

１２．登録料	 

平成３０年９月２８日（金）	 １名につき１１，０００円	 

平成３０年９月２９日（土）	 １名につき１１，０００円	 

	 

１３．参加予定人数	 

平成３０年９月２８日（金）２５０人	 

平成３０年９月２９日（土）１，５１０人	 

	 

Ⅱ．プログラム	 

平成３０年９月２８日（金）	 

１０:００～登録受付	 

１１:００～１２:００近畿ブロックＹＥＧ役員会（ホテル日航姫路）	 

１３:００～１４:００近畿ブロックＹＥＧ総会（ホテル日航姫路）	 

１４:３０～１７:３０近畿ブロックＹＥＧ会長会議（ホテル日航姫路）	 

１８:００～２０:００前泊者懇親会（ホテル日航姫路）	 

	 

平成３０年９月２９日（土）	 

９:３０～	 	 	 	 	 	 登録受付	 

１０:００～１２:００	 記念式典（加西市民会館）	 

１２:００～１７:００	 物産展（加西市役所駐車場）	 

１３:３０～１５:３０	 記念講演（加西市民会館	 文化ホール）	 

１２:３０～１６:００	 第１分科会（加西市内	 北条鉄道）	 

１２:３０～１６:００	 第２分科会（加西市内	 鶉野飛行場）	 

１２:３０～１６:００	 第３分科会（加西市内	 上万願寺）	 

１２:３０～１６:００	 第４分科会（加西市内	 兵庫県立フラワーセンター）	 

１２:３０～１６:００	 ＯＢサロン（兵庫県立フラワーセンター）	 

１８:００～２０:００	 大懇親会（鶉野飛行場）	 

	 

	 

	 

Ⅲ．記念講演	 

	 	 講師：	 アリストトリスト㈲	 代表取締役社長	 

蝶野	 正洋	 氏	 

	 	 テーマ：『～蝶野流	 経営論～経営者たちよ、奮い立て！！』	 

	 	 時間：１３：３０～１５：３０	 

	 	 定員：１，３００名	 

	 	 登録料：無料	 

 



	 概要：	 副主管である兵庫県連の事業「若手後継者等育成事業」を記念講演として開催します。今年

度兵庫県商工会議所青年部連合会では「繋げ未来へと」～未来（あす）への扉を拓くＹＥＧの

力」をスローガンに掲げ、地域社会を支えるため日々成長し、自社企業の成長を目指して活動

しています。未来を作り上げるのは 1 日 1 日の努力であり、今日の問題を解決し、明日の目標

を達成することで未来に繋がると確信しています。	 

	 	 	 	 	 そんな中我々青年部に在籍する経営者は、社会において切磋琢磨する同業者達より一つ秀で

るために日々青年部活動において自己研鑽を行い、意識を高め実力を付け経営者自身の立場を

確立し、自社や地域に適用し繋げていくことが重要な課題と言えます。	 

そこで本事業ではアリストトリスト㈲	 代表取締役社長	 蝶野	 正洋氏をお招きし、セルフ

プロデュースの過程と手法を学び、自己の確立を行うことで今後の自社経営の発展に繋げて頂

きます。	 

観客動員数などの数字を厳しく評価されるプロレス界において、セルフプロデュースにより

一大ムーブメントを起こし、今なお絶対的な存在感を放つ蝶野氏が、夫婦二人三脚で立ち上げ、

経営されているオリジナルブランド「アリストトリスト」の経営論を交えることで、セルフプ

ロデュースから経営に適用された実例を講演頂きます。	 

	 

Ⅳ．分科会	 

	 

■第１分科会	 

燃えるローカル鉄道	 

～地方都市における公共交通のあり方～	 

	 

	 

時	 間：１２:３０～１６:００	 

定	 員：４０名	 

登録料：２，０００円【車両内での飲食有】	 

概	 要：北条鉄道は兵庫県加西市の北条町駅と兵庫県小野市の粟生駅を結ぶローカル線です。 
第 1分科会では駅舎見学、実際に列車に乗って頂き、イベント列車・各駅の活用などに
ついて学んで頂き、ローカル線の魅力を存分に感じて頂ける分科会となっております。 

	 

	 

■第２分科会	 

飛行場に集え！！	 

～歴史遺産を活用したまちづくり～	 

	 

	 

時	 間：１２:３０～１６:００	 

定	 員：４０名	 

 

 



 

登録料：２，０００円【昼食付】	 

概	 要：鶉野飛行場は第二次世界大戦中、川西航空機姫路工場の専用飛行場として建設され、姫

路海軍航空隊、筑波海軍航空隊分遣隊が駐留し、訓練基地及び特別攻撃隊の出撃拠点で

した。第 2分科会では戦後 70年を経た現在でも多く残る戦争遺跡を実際に巡り、戦争の
歴史について学んで頂きます。また、現在計画が進められている「飛行場を中心とした

開発計画」についても講義頂き、歴史遺産の保存・活用について学ぶ分科会となってお

ります。 
	 	 	 

	 	 ■第３分科会	 

限界集落・志士奮迅	 

～限界集落で学ぶまちづくり～	 

	 

	 	 

時	 間：１２:３０～１６:００	 	 

定	 員：４０名	 

登録料：５，０００円【食事付	 酒類の提供有】	 

概	 要：加西市上万願寺町では「自分たちの地域は自分たちでなんとかする」と結成された「原

始人会」が様々な活動を行っています。 
第 3分科会では原始人会で運営するレストランでジビエ料理を堪能いただき、地域の特
性を生かしたまちづくりを体験して頂くことで地域活性のあり方について学んで頂く分

科会となっております。 
	 

	 

	 

■第４分科会	 

花と緑に集え！！ 
～自然と芸術を肌で感じる～	 

	 	 

	 

時	 間：１２:３０～１６:００	 

定	 員：４０名	 

登録料：２，０００円【昼食付】	 

概	 要：兵庫県立フラワーセンターは約 46haに及ぶ松の自然林をそのままに生かした、全国でも
有数の花と緑の植物園です。 
第 4分科会では季節の植物・国内でも有数のコレクションを誇る大温室の食虫植物・古
代鏡展示館（兵庫県立考古学博物館加西分室）の歴史的、美術的に高い価値を有する古

代鏡などに触れることで感性を磨く分科会となっております。 
	 

 



	 

	 

	 

	 

	 

ＯＢサロン	 

先駆者たちよ集え！！ 
～OBサロンも志士奮迅～	 
	 

	 

時	 間：１２：３０～１６:００	 

定	 員：５０名	 

登録料：５，０００円	 

概	 要：現在の YEGの基礎を築き、道を切り開いてこられた諸先輩方にお集まりいただき、YEG
活動での様々な思い出を語り合って頂き、これまで以上に交友を深めて頂ける場として

開催いたします。 
 
 

Ⅴ．移動	 

	 主な会場	 交通手段	 所要時間	 

記念講演	 加西市民会館	 文化ホール	 式典会場と同会場	 なし	 

物産展	 加西市役所駐車場	 徒歩	 約３分	 

第１分科会	 北条鉄道	 式典会場よりバス移動	 約１０分	 

第２分科会	 鶉野飛行場跡	 式典会場よりバス移動	 約１５分	 

第３分科会	 上万願寺	 式典会場よりバス移動	 約３０分	 

第４分科会	 兵庫県立フラワーセンター	 式典会場よりバス移動	 約１０分	 

ＯＢサロン	 兵庫県立フラワーセンター	 式典会場よりバス移動	 約１０分	 

大懇親会	 鶉野飛行場跡	 式典会場よりバス移動	 約１５分	 

	 

	 

	 

Ⅵ．駐車場	 

	 	 駐車場台数：加西市役所駐車場（式典、記念講演）	 

	 	 一般約５００台	 

 



	 

 

�3 

�1 

�4 
�2、★懇親会 

�OB 

�式典 

 


