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１．大会概要 

（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）九州ブロックＹＥＧスローガン 

ＹＥＧ Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ！ 

～九州を知ろう！集うＹＥＧの仲間と！～ 

 

（４）開催地テーマ 

ＹＥＧ ＨＥＲＯ 

～仲間とＳＡＧＡそう！九州ＢＩＧ ＥＮＥＲＧＹ～ 

 

（５）大会コンセプト 

佐賀県は日本海と有明海の二つの海に接し、長い歴史の中では、国防を担い貿易の拠点としても常

に世界と向き合っていました。また、熱気球世界選手権の開催等で知られる広大な佐賀平野を有し、

第１次産業が盛んな美しい町です。 

１５０年前、世界を見ていた鍋島藩は日本をリードする最先端の地域でした。日本を海外の脅威か

ら救う為に最前線に立ちこの国をリードした偉人たちを輩出し、「ものづくり」や「人づくり」に先ん

じて取り組み、得た技術や知識で明治維新の一翼を担いました。  

今大会では、そんな先人たちの情熱あふれる強い意思を心に刻み、今の時代に生きる我々が主役で

ある事を九州の仲間とともに再確認する事を出発点にし、より深い地域交流と仲間たちとの連携や新

しいビジネスチャンス創出のヒントを感じられるような大会を目指します。  

九州で出会った、たくさんの繋がりを強い力に。ＹＥＧ Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ！を合言葉に、

ビジネスに、人生に、プラスになるような大会を実現します。 

さあＳＡＧＡそう！ ＨＥＲＯ(仲間)を、そして起こそう維新！ 

九州ＢＩＧ ＥＮＥＲＧＹ 

 

（６）分科会 

地域に必要とされ続ける為には、変わらない為に変化を続けていく努力が必要とされます。 そん

な地域の伝統を受け継いだ産業や文化に触れて頂きます。 また、テーマを「＋ＯＮＥ」とし、今まで

の産業や文化に新しいエッセンスを加えることで、佐賀が誇る産業、文化に維新を感じて頂きます。

佐賀県内の単会に協力を呼びかけ、佐賀県内各地域の眠れる資源に遭遇していただけるようなコンテ

ンツを準備いたします。 



 

第１分科会（佐賀ＹＥＧ） 

肥前さが幕末維新博覧会＋ＯＮＥ 

維新体感！仲間とＳＡＧＡす旅 ～豪華和懐石膳をＳＡＧＡ酒と共に～ 

第２分科会（唐津ＹＥＧ） 

吞みニケーションから始まる唐津旅＋ＯＮＥ  

～貸切列車で来なイカんよ～ 

第３分科会（伊万里ＹＥＧ） 

秘窯の里＋ＯＮＥ  

～伊万里牛を喰い尽くせ！肉好き出て来いや！！～ 

第４分科会（鳥栖ＹＥＧ） 

交通維新＋ＯＮＥ  

～鉄道の街だョ！ 鉄ヲタ、全員集合！～ 

第５分科会（小城ＹＥＧ） 

ＯＧＩざんまい＋ＯＮＥ  

～小城の酒とうまいものに恋（鯉）して～ 

第６分科会（鹿島ＹＥＧ） 

サケ×カニ合戦（日本酒×竹崎蟹）ｉｎ祐徳神社＋ＯＮＥ 

  ～繁盛するならカニを呑め！～ 

（７）大懇親会 

 九州のＹＥＧには、イノベーションやレボリューションを起こすために、人知れず地域のまちづく

りや人づくり、そして、仕事に挑戦を続けるヒーローがたくさんいます。大交流祭は、その力を結集

して、維新を起こす九州ＢＩＧ ＥＮＥＲＧＹをつくりだすようなコンテンツを企画いたします。 

 

（８）主催 

 九州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 

 佐賀商工会議所青年部 

 

（１０）副主管 

 佐賀県商工会議所青年部連合会 

 

（１１）後援（予定） 

 九州経済産業局、佐賀県、佐賀市、九州商工会議所連合会、佐賀県商工会議所連合会、 

 佐賀商工会議所 

   

  



（１２）日程 

 平成３０年９月２１日（金） １０：００～２０：３０ 

 平成３０年９月２２日（土） １０：００～２０：３０ 

 平成３０年９月２３日（日）  ９：００～１３：００ 

 

（１３）参加対象者 

 商工会議所青年部会員 

 商工会議所青年部ＯＢ会員 

 商工会議所職員 

 

（１４）登録料 

項 目 金 額 備 考 

本大会登録料 会員 １１，０００円 ＯＢ会員も同額 

非会員 １６，０００円  

前泊者懇親会登録料 １０，０００円  

分科会登録料 第１分科会 ５，０００円 佐賀ＹＥＧ 

第２分科会 ２０，０００円 唐津ＹＥＧ 

第３分科会 ５，０００円 伊万里ＹＥＧ 

第４分科会 ０円 鳥栖ＹＥＧ 

第５分科会 ５，０００円 小城ＹＥＧ 

第６分科会 ５，０００円 鹿島ＹＥＧ 

ＯＢサロン登録料 ３，０００円  

エクスカーション登録料 ３０，０００円 1チームにつき 

 

（１５）大会規模 

 １，８００名（登録数） 

 

（１６）事務局 

 佐賀商工会議所 青年部 担当 光武 

 〒８４０－０８２６ 佐賀市白山二丁目１番１２号 

 ＴＥＬ ０９５２-２４-５１５５  ＦＡＸ ０９５２-２６-２８３１ 

 

（１７）シンボルマーク 

 幕末期、日本の近代化のトップランナーとも言える佐賀藩、進取の精神で西洋の技術を取り入れ日

本初の実用蒸気船製造を実現させました。その佐賀県において明治維新の象徴ともいえる凌風丸をモ

チーフとしました。 

メンバーが「商工会議所青年部」という一隻の船で運命を共にし、荒々しい波を乗り越えて進む凌

風丸をＹＥＧに重ね合わせて、わたし達今を生きる青年が創る維新をこの佐賀の大会から大きな波と

して起こし未来を切り開いていくイメージとしました。 



２．大会スケジュール（予定） 

 

平成３０年９月２１日（金） 

○登録受付・・・・・・・・・・・・  ９：３０～１７：００  佐賀市文化会館 

○九州ブロックＹＥＧ執行部会議・・ １０：００～１１：００  佐賀市文化会館 大会議室 

○九州ブロックＹＥＧ役員会議・・・ １１：１０～１２：４０  佐賀市文化会館 大会議室 

○九州ブロックＹＥＧ定時総会・・・ １３：００～１４：００  佐賀市文化会館 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 

○九州ブロックＹＥＧ会長会議・・・ １４：３０～１７：３０  佐賀市文化会館 大会議室 

○前泊者懇親会・・・・・・・・・・ １８：３０～２０：３０  ロイヤルチェスター佐賀 

○九州さが大産業交流展・・・・・・  １３：００～１７：００  佐賀県総合体育館大競技場 

 

平成３０年９月２２日（土） 

○登録受付・・・・・・・・・・・・  ９：００～２０：００  佐賀市文化会館 

○記念式典・・・・・・・・・・・・ １０：００～１２：００  佐賀市文化会館 

○第１分科会・・・・・・・・・・・ １２：３０～１７：５０  佐賀市 

○第２分科会・・・・・・・・・・・ ２１：００～翌日解散   唐津市 

○第３分科会・・・・・・・・・・・ １２：３０～１８：００  伊万里市 

○第４分科会・・・・・・・・・・・ １２：３０～１８：００  鳥栖市 

○第５分科会・・・・・・・・・・・ １２：３０～１８：１０  小城市 

○第６分科会・・・・・・・・・・・ １２：３０～１８：００  鹿島市 

○大懇親会・・・・・・・・・・・・ １８：３０～２０：３０  マリトピア 

○ＯＢサロン・・・・・・・・・・・ １２：３０～１７：３０  佐賀市文化会館 

○九州さが大産業交流展・・・・・・  １１：００～１８：００  佐賀県総合体育館大競技場 

 

平成３０年９月２３日（日） 

○登録受付・・・・・・・・・・・・  ８：３０～１３：００  佐賀市健康運動センター 

○エクスカーション・・・・・・・・  ９：００～１３：００  佐賀市健康運動センター 

○第２分科会・・・・・・・・・・・  ９：００～１７：４０  唐津市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．組織図 

 

４．登録 

 

（１）登録申込方法 

①申込先 

「佐賀商工会議所青年部 九州ブロック大会佐賀維新祭実行委員会」 

 

②申込方法 

本大会の登録申込は、下記の「九州ブロック大会」大会登録システムよりお願いします。 

大会登録システム  http://yeg.ez-system.jp/ 

重複登録を防ぐため、各単会の事務局にて一括して登録作業を行ってください。 

登録にあたっての注意事項は、大会ホームページ上に掲載しておりますので参考にしてください。 

 

③大会ホームページアドレス 

佐賀維新祭ホームページ  http://www.saga-yeg.jp/ishinsai/ 

 

④登録に関するお問い合わせ 

佐賀商工会議所 青年部 担当 光武 

〒８４０－０８２６ 佐賀市白山二丁目１番１２号 

ＴＥＬ ０９５２-２４-５１５５  ＦＡＸ ０９５２-２６-２８３１ 



（２）登録受付期間 

平成３０年６月１８日（月）～平成３０年８月２４日（金）  

 

（３）登録料 

項 目 金 額 備 考 

本大会登録料 会員 １１，０００円 ＯＢ会員も同額 

非会員 １６，０００円  

前泊者懇親会登録料 １０，０００円  

分科会登録料 第１分科会 ５，０００円 佐賀ＹＥＧ 

第２分科会 ２０，０００円 唐津ＹＥＧ 

第３分科会 ５，０００円 伊万里ＹＥＧ 

第４分科会 ０円 鳥栖ＹＥＧ 

第５分科会 ５，０００円 小城ＹＥＧ 

第６分科会 ５，０００円 鹿島ＹＥＧ 

ＯＢサロン登録料 ３，０００円  

エクスカーション登録料 ３０，０００円 1チームにつき 

 

（４）登録料の納付方法 

大会登録システムから請求書をダウンロードしてください。 

請求書のダウンロード後、指定口座まで単会分一括にてお振り込みください。 

振込手数料につきましては各単会でご負担ください。 

 

（５）変更・キャンセル料について 

①変更・キャンセルの受付期間は、平成３０年８月３１日（金）までといたします。 

※宿泊料のキャンセルにつきましては、宿泊施設によって異なります。 

②変更・キャンセル手続きは、事務局にて大会登録システム上で行ってください。 

※電話・ＦＡＸ等での変更は一切受付いたしませんので予めご了承ください。 

④大会事務局へ届出のない変更・キャンセルにつきましては、一切の返金をいたしかねますので予め

ご了承ください。 

⑤精算手続きにつきましては、大会終了後とし、返金の際の振込手数料を差し引いた上で振り込みに

て対応いたします。 

 

 

（６）個人情報の取扱について 

大会登録にて提供された個人情報につきまして、登録単会との連絡に利用させていただく他、日本商

工会議所青年部第３８回九州ブロック大会佐賀維新祭に必要な範囲内で利用いたします。 

 

 

 



５．九州ブロックＹＥＧ諸会議 

 

◆九州ブロックＹＥＧ執行部会議 

（１）開催日時 

    平成３０年９月２１日（金）１０：００～１１：００ 

（２）開催場所 

    佐賀市文化会館 大会議室 

◆九州ブロックＹＥＧ役員会議 

（１）開催日時 

    平成３０年９月２１日（金）１１：１０～１２：４０ 

（２）開催場所 

    佐賀市文化会館 大会議室 

◆九州ブロックＹＥＧ定時総会 

（１）開催日時 

    平成３０年９月２１日（金）１３：００～１４：００ 

（２）開催場所 

    佐賀市文化会館 イベントホール 

◆九州ブロックＹＥＧ会長会議 

（１）開催日時 

    平成３０年９月２１日（金）１４：３０～１７：３０ 

（２）開催場所 

     佐賀市文化会館 大会議室 

 

６．九州ブロックＹＥＧ前泊者懇親会 

 

（１）開催趣旨 

 九州ブロック大会「佐賀維新祭」を開催するにあたり、前泊者懇親会を開催し、日本ＹＥＧ役員及

び九州ブロックＹＥＧ６６単会の会長をはじめとするメンバーの交流を深めるとともに、前泊者にし

か味わえない佐賀の魅力を堪能して頂き、翌日の記念式典、分科会、大会記念大産業祭へのバトンを

渡すことを目的とします。 

（２）開催日時   平成３０年９月２１日（金）  １８：３０～２０：３０ 

（３）開催場所   ロイヤルチェスター佐賀・４階ロイヤルホール 

（４）参加人数   ２００名 

（５）登録料    １０，０００円 

 

 

 

 



７．大会記念式典 

 

（１）開催趣旨 

 商工会議所青年部の伝統として受け継がれている記念式典を粛々とした厳格な雰囲気のもと執り

行ないながらも、佐賀ＹＥＧらしさを表現し、次の九州ブロック開催地へのバトンを渡す記念式典を

行います。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土）  １０：００～１２：００ 

（３）開催場所   佐賀市文化会館 大ホール 

（４）参加人数   １，８００名 

（５）タイムスケジュール（案） 

時 間 内 容 所要時間 備 考 

１０：０１ オープニングセレモニー  ３分  

１０：０４ 黙祷  １分  

１０：０６ ブロック旗入場  ５分  

１０：１１ 開会宣言  ２分  

１０：１３ 国歌斉唱  ２分  

１０：１５ 商工会議所青年部の歌「伸びゆく大地」 斉唱  ３分  

１０：１８ 「綱領」朗読 「指針」唱和  ２分  

１０：２０ 主催者挨拶  ５分  

１０：２５ 日本ＹＥＧ会長挨拶  ５分  

１０：３０ 日本商工会議所会頭挨拶  ６分  

１０：３７ 開催地ＹＥＧ会長挨拶  ４分  

１０：４３ 開催地商工会議所会頭挨拶  ６分  

１０：４９ 来賓祝辞  ５分  

１０：５４ 来賓祝辞  ５分  

１０：５９ 来賓祝辞  ５分  

１１：０４ 来賓紹介  ５分  

１１：０８ 主催者紹介  ３分  

１１：１２ 来訪ＹＥＧ紹介 １７分  

１１：２８ 次年度ブロ代発表・挨拶  ４分  

１１：３２ 次年度開催地発表・挨拶  １分  

１１：３３ ブロック旗伝達式  ３分  

１１：３６ 次年度ブロック大会ＰＲ  ６分  

１１：４２ 全国会長研修会ＰＲ  ８分  

１１：５０ 全国大会ＰＲ  ８分  

１１：５９ 閉会宣言  １分  

 

 



８．大会記念事業 

（１）開催趣旨 

 第３８回九州ブロック大会は、明治維新から１５０年という節目を迎える年でもあることから、「維

新」をテーマに開催します。 

九州さが大産業交流展では、新たな維新を起こすべく佐賀商工会議所会員企業を中心に九州各地

の革新的な技術や商品、企業をより広く知ってもらい、新しいビジネスチャンスを創出していくこ

とを目的とします。 

（２）事業名    第３８回九州ブロック大会 佐賀維新祭 九州さが大産業交流展 

（３）開催日時   平成３０年９月２１日（金）  １３：００～１７：００ 

平成３０年９月２２日（土）  １１：００～１８：００ 

（３）開催場所   佐賀県総合体育館大競技場 

（４）参加人数   １，８００名 

 

９．分科会 

◎第１分科会（佐賀ＹＥＧ） 

肥前さが幕末維新博覧会＋ＯＮＥ 

維新体感！仲間とＳＡＧＡす旅 ～豪華和懐石膳をＳＡＧＡ酒と共に～ 

（１）開催趣旨   

明治維新１５０年を記念して佐賀県内各地で開催する「肥前さが幕末維新博覧会」。佐賀市内に

ある主要施設を巡り「薩長土肥」の一角を占める肥前佐賀藩が実は明治維新の鍵を握っていた事

を知っていただくと共に、佐賀の文化、アート、食を楽しんでいただく。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土） １２：３０～１７：５０ 

（３）開催場所：佐賀市 （４）参加人数：４０名 （５）登録料：５，０００円 

（６）タイムスケジュール 

１２：３０       式典会場「佐賀市文化会館」出発（バス移動） 

１３：００～１４：００ 佐賀の旬な食材を使った昼食 

１４：００～１４：１５ バス移動 

１４：１５～１５：３０ 幕末維新記念館（市村記念体育館） 

１５：３０～１５：４５ バス移動 

１５：４５～１６：４５ リアル弘道館  

１６：４５～１７：１５ バス移動 

１７：１５～１７：３５ 九州さが大産業交流展「佐賀県総合体育館」 

１７：５０       大懇親会会場「マリトピア」到着（バス移動）  

 

 

 

 

 

 



◎第２分科会（唐津ＹＥＧ） 

吞みニケーションから始まる唐津旅＋ＯＮＥ  

～貸切列車で来なイカんよ～ 

（１）開催趣旨 

佐賀から唐津までの移動は貸切列車で呑みニケーション 

翌日は唐津城やユネスコ無形文化遺産登録された唐津くんちの日本一の修復師の修復作業を見学 

唐津の観光名所を巡りながら昼食に鮮度抜群の透き通ったイカの活き造りを堪能。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土） ２１：００～２３：００ 

               ９月２３日（日）  ９：００～１７：００ 

（３）開催場所：唐津市 （４）参加人数：６０名 （５）登録料：２０，０００円 

（６）タイムスケジュール 

９月２２日（土） 

２１：００～    大懇親会会場「マリトピア」出発（バス移動） 

２１：４４～    佐賀駅出発 ＪＲ唐津線 西唐津行 

貸切列車内イベント（優秀賞あり）  

２３：００～    中町臨時案内所 または、唐津市内ホテル宿泊 

９月２３日（日） 

９：００～    唐津市内ホテル出発 

１０：００～    名護屋城跡資料館・曳山関係各所など見学、記念写真 

１１：３０～    昼食（呼子直送活きイカ） 

１３：００～    唐津城見学 

１６：３０～    唐津サテライト館見学 

１７：００～    ＪＲ唐津駅解散  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎第３分科会（伊万里ＹＥＧ） 

秘窯の里＋ＯＮＥ 

～伊万里牛を喰い尽くせ！肉好き出て来いや！！～ 

（１）開催趣旨    

秘窯の里、大川内山で伊万里牛をはじめとする伊万里の特産物を堪能。そのあとは絵付け体験、窯

元散策で歴史と守り継がれた最高の陶芸技術を感じる。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土）１２：３０～１８：００ 

（３）開催場所：伊万里市 （４）参加人数：４０名 （５）登録料：５，０００円 



（６）タイムスケジュール 

１２：３０～１４：００ 式典会場「佐賀市文化会館」出発（バス移動） 

１４：００～１５：００ 伊万里牛尽くしＢＢＱ 

１５：００～１６：３０ 匠の技実感、絵付け体験/秘窯の里、大川内山観光 

１６：３０～１８：００ 大懇親会会場「マリトピア」到着（バス移動） 

 

 

 

 

 

 

 

◎第４分科会（鳥栖ＹＥＧ） 

交通維新＋ＯＮＥ  

～鉄道の街だョ！鉄ヲタ、全員集合！～ 

（１）開催趣旨   

明治２２年に九州で最初に立てられた駅の一つで、歴史的にも貴重な建造物であり、鉄道とと

もに発展した鳥栖市の玄関でもある鳥栖駅。以前は、操車場や整備工場があった鳥栖駅、そして

佐賀県唯一の新幹線駅の新鳥栖駅の中で普段見ることができない場所を見学。 

その他にも、日本に２か所しかない「中冨記念くすり博物館」を見学。江戸時代から続く薬の

行商から発展した「久光製薬」が世界中から集めた資料が盛り沢山！薬の歴史、貴重な資料をご

覧ください！  

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土） １２：３０～１８：００ 

（３）開催場所：鳥栖市 （４）参加人数：３０名 （５）登録料：設定なし  

（６）タイムスケジュール 

１２：３０～    式典会場「佐賀市文化会館」出発（バス移動） 

１３：１５～    昼食「とんかつきむら」（特製定食） 

１４：１０～    ＪＲ新鳥栖駅 見学 

１５：２０～    ＪＲ鳥栖駅 見学 

１６：２０～    中冨記念くすり博物館 見学 

１８：００     大懇親会会場「マリトピア」到着（バス移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎第５分科会（小城ＹＥＧ） 

ＯＧＩざんまい＋ＯＮＥ  

～小城の酒と美味かもんに恋（鯉）して～ 

（１）開催趣旨 

世界的評論会で最高賞を獲得した天山酒造見学、オリジナル小城羊羹作り体験 

天山の恵の名水とシュガーロードの歴史と文化に触れる。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土） １２：３０～１８：１０ 

（３）開催場所：小城市 （４）参加人数：４０名 （５）登録料：５，０００円 

（６）タイムスケジュール 

１２：３０～      式典会場「佐賀市文化会館」出発（バス移動） 

１３：００～１４：００ 昼食「寿屋別館」（清水 鯉のあらい、佐賀牛他） 

１４：３０～１６：００ 天山酒造見学 

１６：１０～１７：４０ 小城羊羹作り体験「ゆめぷらっと小城」 

１８：１０       大懇親会会場「マリトピア」到着（バス移動） 

 

 

 

 

 

 

◎第６分科会（鹿島ＹＥＧ） 

サケ×カニ合戦（日本酒×竹崎蟹）ｉｎ祐徳神社＋ＯＮＥ 

～繁盛するならカニを呑め！～ 

（１）開催趣旨 

昼食に竹崎蟹御膳を食しながら、鹿島が誇る地酒六蔵の呑み比べや利き酒体験。その後日本三大稲

荷である祐徳稲荷神社の中でもなかなか入ることの出来ない御本殿にて商売繁盛祈願・家内安全祈願。

このロケーションだけでも参加の価値あり！！ 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土） １２：３０～１８：００ 

（３）開催場所：鹿島市 （４）参加人数：４０名 （５）登録料：５，０００円 

（６）タイムスケジュール 

１２：３０～    式典会場「佐賀市文化会館」出発（バス移動） 

１３：３０～    昼食「家督屋」（竹崎ガニ、日本酒勉強会～利き酒体験） 

１５：１５～    祐徳稲荷神社 参拝 

１６：００～    浜宿酒蔵巡り 

１７：００～    鹿島出発 

１８：００     大懇親会場「マリトピア」到着（バス移動） 

 

 

 



１０．大懇親会 

 

（１）開催趣旨 

 大懇親会では、地域で仕事に挑戦を続ける「ＹＥＧ ＨＥＲＯ」である九州６６単会のメンバー１

人１人が仲間と交流を深めることにより、一体となって「九州ＢＩＧ ＥＮＥＲＧＹ」を巻き起こす

ような大懇親会を企画いたします。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土）  １８：３０～２０：３０ 

（３）開催場所   マリトピア 

（４）参加人数   １，８００名 

 

 

１１．ＯＢサロン 

 

（１）開催趣旨 

ＹＥＧの輝かしい歴史を築いてこられたＯＢの方々が寛げて楽しめる空間、そして、思い出話に花

を咲かすことができるような空間を提供し、更なる絆を構築していただくことを目的とします。 

（２）開催日時   平成３０年９月２２日（土）  １２：３０～１７：３０ 

（３）開催場所   佐賀市文化会館２Ｆレストラン『トアイス』 

（４）参加人数   ５０名 

（５）登録料    ３，０００円 

 

 

１２．エクスカーション 

 

（１）開催趣旨 

 九州のＹＥＧメンバーが、サッカーを通じて会員の交流と親睦を図り、心身を鍛え、リスペクトの

精神を養う場としてサッカー大会を企画いたします。 

（２）開催日時   平成３０年９月２３日（日）  ９：００～１３：００ 

（３）開催場所   佐賀市健康運動センター 

（４）参加人数   ２００名 

（５）登録料    1チーム３０，０００円 

 

 


