第３８回 関東ブロック大会埼玉かすかべ大会

主

催

関東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

主

管

春日部商工会議所青年部・埼玉県商工会議所連合会

開

催

平成３０年１０月２６日（金）・２７日（土）

Ⅰ．開催要領
（１）目的
地域経済や社会環境が大きく変化する近年、商業と地域社会を担う青年経済人が互いに連携の
輪を拡げ、商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）関東ブロックＹＥＧスローガン
「一歩」～可能性は無限大！勇気と情熱を持って踏み出そう～

（３）日本ＹＥＧスローガン
『Ｃｈａｎｇｅ

ｔｈｅ

ｗｏｒｌｄ，ｐａｓｓｉｏｎ

ｏｆ

ＹＥＧ～わららが未来の指標のた

め、今！！～』

（４）開催地テーマ
『感孚風動』※かんぷふうどう
※「「感孚」
（かんぷ）は、相手のまごころを感動させること。
「風動」
（ふうどう）は、風が草木を
動かすようになびき動かすこと。感化すること。人の心を感動させ、感化すること。

（５）大会コンセプト
埼玉県は人口約７２０万人の県です。関東平野の一部を成す平地があり、私たちの春日部市も
その中にあります。そして春日部市には過去から現在まで、この日本をつなぐ大動脈である日光

街道があり、宿場町として歴史の深い街です。近年は、農業・商業・工業・教育など、様々な側
面で先進的な試みをおこなっており、現在ではアニメのクレヨンしんちゃんが浸透し、国土交通
省の洪水防御施設「首都圏外郭放水路」内に設置され、外郭放水路の機能や役割を紹介する他、
地域との連携を図った総合学習・生涯学習施設としての機能も備えています。
都心からのアクセスは国道４号・新４号国道と国道１６号、東武スカイツリーラインと東武ア
ーバンパークラインが交差する交通の要衝の街として良いとされベットタウンになっています。
また、特産物として押絵羽子板、桐たんす、麦わら帽子とそして大凧とありますが、これと言
い切れる日本国内で有名な特産品や観光地があるわけでもありません。しかし、そのような街の
魅力というのは、人が作り出すものであり、その市民一人一人であると考えています。この春日
部で地域の人たちの作り出した歴史を大切にしながらも、志を持った人たちが己の仕事を通し、
そこに苦労があり感動があり、そんな想いを新たな未来へ一歩踏み出し創る広げるために変化を
し続けるということ。そのような想いを開催地テーマ「感孚風動」としました。
地域を原点・人を接点とし、そこから広がる可能性を秘め、今回の大会で人から人へと春日部
の魅力と感動が広がり、大会に関わる全ての人が感化され、仲間同士の交流を深め、新たなビジ
ネスチャンスへの一歩ともなれる様々な可能性を持てる大会を目指していきます。

（６）主催
関東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

（７）主管
春日部商工会議所青年部・埼玉県商工会議所青年部連合会

（８）後援
関東経済産業局・埼玉県・春日部市・日本商工会議所・関東商工会議所連合会・埼玉県商工会議
所連合会・春日部商工会議所

（９）来賓
日本商工会議所会頭「・関東経済産業局長「・埼玉県知事「・春日部市長「・関東商工会議所連合会会長・
埼玉県商工会議所連合会会長・地元関係諸団体 他

（10）参加者
関東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および出向委員／
青年部ＯＢ・ＯＧ会員／商工会議所役職員 他

（11）開催日時及び場所
① 平成３０年１０月２６日（金）
◆関東ブロック商工会議所青年部連合会 第４回役員会・第２回定時総会・第２回会長会議
会場：東部地域振興ふれあい拠点施設「ふれあいキューブ」
時

間

内

容

会

場

09：30～10：20

第２回役員予定者会議

やまや新館２階

10：30～12：00

第４回役員会

やまや新館２階

13：00～14：30

第２回定時総会

東部地域振興ふれあい拠点施設１階

14：45～17：45

第２回会長会議

東部地域振興ふれあい拠点施設１階

14：30～17：00

第零分科会 前泊者エクスカーション
首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「龍Q
館」視察

首都圏外郭放水路 地底探検ミュージアム「龍Ｑ館」

18：00～19：30

前泊者懇親会

東部地域振興ふれあい拠点施設１階

② 平成 30 年１０月２７（土）
◆関東ブロック大会記念式典・記念講演・分科会・大懇親会・ＯＢサロン
会場：春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」
「フラールガーデン春日部」
時

間

10：00～12：00
12：15～13：15
10：00～18：00
14：30～16：30
15：30～17：00
15：30～17：00

内

容

記念式典
記念講演

第弐分科会
第参分科会

場

春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」
テーマ：「ＩＫＩＧＡＩ」
講 師：茂木健一郎氏

物産展
第壱分科会

会

春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」
春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」

首都圏外郭放水路地底探検
ミュージアム「龍Ｑ館」視察
百畳敷の大凧！オリジナル
ミニ凧作製体験
｛木下斉×田中元子」
パネルディスカッション

首都圏外郭放水路 地底探検ミュージアム「龍Ｑ館」
春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」
春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」

14：30～16：30

第４分科会

「匠大塚」視察

匠大塚

14：30～16：30

第５分科会

関東ﾌﾞﾛｯｸYEGスクラム事業委員会

むさし３階イベントホール

13：00～16：30

ＯＢ・ＯＧサロン

フラールガーデン春日部 ３階 グリーンベル

17：30～19：00

大懇親会

春日部総合体育館「ウイング・ハット春日部」

（12）登録料
商工会議所青年部会員

１１，０００円

商工会議所青年部ＯＢ・ＯＧ １１，０００円
非商工会議所青年部会員

１５，０００円

前泊者懇親会

１０，０００円（二次会参加の場合 別途７，０００円）

OB サロン

５，０００円

（13）登 録

８月２８日（火）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。
◉ＹＥＧ登録システム

http://yeg.ez-system.jp
◉日本商工会議所青年部第３８回関東ブロック大会埼玉かすかべ大会ＨＰ

http://www.kasukabe-yeg.org/kantoblock/index.html
※登録期間につきましては、8 月 28 日（火）～9 月 28 日（金）となっております。
※登録料等は指定口座へ 10 月 5 日（金）までにお振込みをお願い致します。なお、振込
手数料につきましては、貴青年部にて各自ご負担お願い致します。

振込口座・・・埼玉縣信用金庫
普通預金

春日部支店

１９５０３７３

関東ブロック商工会議所青年部連合会

会長

渡邊雅巳

※10 月 5 日（金）以降のキャンセルは返金いたしかねますのでご容赦下さい。

Ⅱ.プログラム
（１）記念式典 １０：００～１２：００
◇催行人数 ２，５００名 ◇実施会場：春日部市総合体育館「ウイング・ハット春日部」

（２）記念講演『茂木 健一郎氏』 １２：１５～１３：１５
講演テーマ「IKIGAI～日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣」
今大会では日頃より経済活動や YEG 活動に熱心な来場者へ、心に響き、自分たちの地域に帰った
時、常に様々な事へチャレンジ精神が持てるように、普段では得られない気づきに関して、講師
をお呼びし講演会を開催致します。
◇催行人数「 ２，８００名 ◇実施会場：春日部市総合体育館「ウイング・ハット春日部」
※一般来場者 ３００名
（３）分科会 １４：３０～１６：００
ＹＥＧメンバーに春日部の「魅力」と「特色」をテーマに沿って伝え、伝統や歴史を重んじ、革新
や未来を創出するという「埼玉かすかべ」の特徴ともいえる気風のなかで青年経済人としての本分
を深め、新たな出会いと発見の場となる分科会を開催します。

感
□

第壱分科会 『首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「龍 Q 館」
』視察

『感』目で見て体で感じる春日部パルテノン神殿
◇催行人数：１００名 ◇実施会場：首都圏外郭放水路「 龍 Q 館
国土交通省の洪水防御施設「首都圏外郭放水路」内に設置され、外郭放水路の機能や役割を紹介
する他、地域との連携を図った総合学習・生涯学習施設としての機能も備えています。
首都圏外郭放水路は、慢性的な浸水地帯である埼玉県東部地域の浸水被害を軽減することを目的
に建設されました。中川・倉松川・大落古利根川等の洪水の一部を江戸川に放流するために、国道
１６号線の地下５０メートルに建設された日本最大級の地下放水路を視察出来る分科会です。

孚
□

第弐分科会『百畳敷の大凧！オリジナルミニ凧作製体験』

『孚』春日部の伝統工芸から『孚（まごころ）
』を学ぶ
◇催行人数：８０名 ◇実施会場：総合体育館「ウイング・ハット春日部」３階「 大会議室
江戸時代後期、天保１２年（１８４１）
、生国出羽国山本郡水沢邑の西光寺の弟子､浄信という僧
が、各地巡礼の折に宝珠花の小流寺に宿泊した時に、その土地の人々を集め養蚕の豊作占いとして
凧揚げの話をしました。
「繭の値段が上がる」と「「凧があがる」の意味を掛けていると言われていま
す。その占いを聞いて人々は、数十個の凧をあげて繭の豊作を占うというようになったと伝えられ
ています。
近年は繭の収穫前に賑やかにあげられた凧を旧暦５月の端午の節句に周辺の男子出生のお祝いと
して、子どもたちの健やかな成長を願い市民一体で開催される祭りです。
本分科会はその歴史と文化を凧制作しながら体感して頂き、参加者同士の交流をして頂けます。
制作したお手軽な大きさの凧に、思いを乗せて大空に上げるもよし！飾るのもよし！

風
□

第参分科会『木下 斉×田中「 元子「 パネルディスカッション』

『風』地域の風通しを良くしよう
◇催行人数：３００名 ◇実施会場：総合体育館「ウイング・ハット春日部」サブアリーナ
新たな事業を地域関係者と共に創り、その経営を通じて地域の抱える経済的・社会的課題を解決の
糸口や、建築やまち、都市などの専門分野と一般の人々とをつなぐことを探求し、メディアやプロ
ジェクトづくり、イベントのコーディネートやキュレーションなどの話から感化していきます。

動
□

第四分科会 『匠大塚』視察

『動』春日部から一代で築き上げた原動力

◇催行人数：１００名 ◇実施会場：匠大塚
匠大塚は、独自のネットワークを最大限に生かして世界中から素材やつくり、そしてデザインに
こだわった「価値あるもの」を取り揃え、豊かな暮らしを求めるすべての人にご提供いたします。
大塚家具を創業、かつて「家具業界の風雲児」と呼ばれた大塚勝久氏。大塚家具を去った２０１
５年に新会社「匠大塚」を立ち上げ、７０歳を過ぎての「第 2 の創業」に挑んでいる。その大塚勝
久氏が、第 2 の創業に掛ける意気込みと、２０１５年の創業以来、大塚家具との争いにならないよ
う、匠大塚はもっぱらホテルの家具やオフィスの応接家具などのコントラクト関連と百貨店への納
品に力を注ぎ、小売りには大きな力を注いではこなかった。大塚家具時代のお取引先からお声掛け
いただいても仕入れを急がず、価格帯でぶつからないようにしてきた。そのこだわりを視察の中で
感じえる分科会です。

歩
□

第伍分科会「 関東ブロック YEG「 スクラム事業委員会「 分科会

（４）第零分科会 １４：３０～１７：００ ※１０月２６日（金）
前泊者エクスカーション 首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「龍 Q 館」視察
◇催行人数:５０名 ◇実施会場：首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「 龍 Q 館
前泊者に、ブロック大会分科会でもある龍 Q 館視察を先行して体験出来ます。

（５）前泊者懇親会 １８：００～１９：３０ ※１０月２６日（金）
◇催行人数：３５０名 ◇実施会場：東部地域振興ふれあい拠点施設「ふれあいキューブ」
各地からお越しの YEG メンバーと、翌日の大会に向けて、大いに盛り上がる為に開催致します。

（６）大懇親会 １７：３０～１９：００
◇催行人数：２、５００名 ◇実施会場：総合体育館「ウイング・ハット春日部」
各地からお越しの YEG メンバーとの絆を深め、
「出会い、おもてなし、心」全てが温かい大会と
して最高の笑顔になっていただくことを目的に開催します。

（７）物産展 １１：００～１８：００
各地からの物産スペースを設け県内各地の豊富な地域資源を生かしたご当地グルメや名産品が会
場を彩り、ＹＥＧメンバーをお出迎え。何十店舗ものプロの味をお楽しみいただけます。そのほか、
「おもてなしの心」で開催する物産展は、その原点である郷土愛をもって人と人との繋がりや心の
ふれあいを大切にして、来場者の皆様に心も身体も“まんぷく”になっていただくことを目指します。

（８）ＯＢ・ＯＧサロン １３：００～１６：３０
◇催行人数：７０名 ◇実施会場 「フラールガーデン春日部」３階「 グリーンベル
ＯＢの方々が、くつろげて楽しめる空間、思い出話に花を咲かせていただけるような安らぎを感
じていただける場を設けます。

Ⅲ．その他
（１）大会規模 ２，５００名（登録数）

（２）大会ロゴについて
関東ブロック商工会議所青年部連合会のテーマである一歩ということで、関東の地図を足跡に
みたて、土踏まずの部分が丁度埼玉県になるようにデザインしました。春日部から埼玉、そし
て関東へと YEG の情熱が広く感化するようにイメージして作成しました。

（３）会場について
◇メイン会場 ウイング・ハット春日部（春日部市総合体育館）
住所：埼玉県春日部市谷原新田１１５７－１
電話：０４８－７３３－７５７５
ＨＰ：http://winghat.info/facilities/winghat-kasukabe
メインアリーナ ２階,３階観客席（一部可動）2,000 席、１階観客席（可動）1,584 席
※２階、３階観客席の可動席の６０４席、そのうち車いす席２００席
サブアリーナ/大会議室１-2・3/中会議室 1～3/指導者控室 1～3/選手控室（男・女）
アクセス
【バス】朝日バス：春日部駅西口から『ウイング・ハット春日部』行き→『ウイング・ハット
春日部』下車(約２０分)「
せんげん台駅西口から『ウイング・ハット春日部』行き→『ウイング・ハット春日部
』下車(約１５分)
【徒歩】武里駅西口下車(約３０分)
【駐車場】１９８台 ※周辺に他駐車場有

◇『OB・ＯＧサロン』フラールガーデン春日部
住所：埼玉県春日部市谷原新田１－２－１
電話：０４８－７５２－１１２２
ＨＰ：https://www.fleurgarden-kasukabe.jp/

「

アトラクションを堪能して頂きながら、現役時代の話を通じ、交流して頂けるように設える予定
です。式典会場よりバスにて移動頂きます。

（４）近隣宿泊施設
■ホテルカスカベ
〒344-0067 埼玉県春日部市中央 1-6-5

TEL:048-763-1122

■藤家旅館
〒344-0061「 埼玉県春日部市粕壁２丁目３-６ TEL:048-761-3361
■東横 INN さいたま岩槻駅前
〒339-0057「 埼玉県さいたま市岩槻区本町１丁目２-３ TEL:048-615-1045

（５）事務局
関東ブロック商工会議所青年部連合会事務局（春日部商工会議所青年部）
〒３４４―８５８５「
埼玉県春日部市粕壁東２丁目２―２９
TEL:(０４８)７６３―１１２２ FAX:(０４８)７６３―１１２７
担当 小柳・丹野・若林

