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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）九州ブロック商工会議所青年部連合会スローガン 

ＮＥＸＳＴＡＲＳ ～未来を創る希望の星（ひかり）～ 

（３）日本商工会議所青年部スローガン 

  ＹＥＧ ＳＴＯＲＹ ～我ら礎。共に創ろう、継ぎ、紡ぎ、繋げる、未来への道導～ 

（４）大会テーマ及び大会趣旨 

  ＨＥＡＲＴ ＯＦ ＹＥＧ ～アララガマ魂で結ぶ ワイドー九州～ 

宮古島市は、沖縄本島よりさらに南西へ約３００キロの距離に位置し、宮古島を中心に大小６つ

の島々からなり、島全体がおおむね平坦で低い台地をなしております。気候は、高温多湿な亜熱

帯海洋性気候に属し、一年を通して暖かく年平均気温は摂氏２３度です。島々の総面積約２００

㎢に人口５万５千名が暮らし、主な産業として、農業と観光業が盛んで、農作物は主にさとうき

びを栽培し、生産量は県下一を誇っております。また、２０１５年に開通した伊良部大橋を契機

に、下地島空港の利活用やインバウンド効果もあって観光で訪れる方々も年々増え、当初の目標

だった入域観光客数年間１００万人を突破しました。                  

１９９０年（平成２年）に第１０回九州ブロック大会宮古大会を開催した歴史があり、あれから

３２年、先人達が築き繋いできた襷が、再び宮古島へ繋がれます。しかし、激動の平成が終わり

新しい時代、令和の幕開けと共に夢と希望に溢れた未来へ進むと思った矢先、新型コロナウイル

スの影響により未曾有の災禍に見舞われました。国内で確認されてからすでに２年以上が過ぎま

したが、まだまだ予断を許さない状況が続いています。そのような時に我々に何ができるのか、

試されています。 

開催地テーマＨＥＡＲＴ ＯＦ ＹＥＧ～アララガマ魂で結ぶ ワイドー九州～と掲げさせていただ

きました。大会に関わるすべての皆様に、ＹＥＧのＨＥＡＲＴ（想い）が伝わる大会を構築しま

す。九州ブロック６５単会、約３８００名のメンバーにワイドー（声援）を届けるべく、まずは

宮古島の歴史や文化を知っていただきます。宮古島は、昔から台風の常襲地域にあり、島名を冠

した台風がいくつもあります。島は台風が来るたびに多くの被害を受け、その度に人々は支え合

い協力し、アララガマ魂（不屈の精神）で乗り越えてきました。その教訓や人々の想いは脈々と

引き継がれ、島ならではの文化や言葉をつくってきました。幾多の困難も乗り越えてきた歴史

を、文化を体感していただきます。また、３６０度海に囲まれた立地や平坦な台地を活かして発

展してきた宮古島の産業に触れていただき、自企業発展のヒントや地域づくりの一助になれる事

業を企画します。そして、大会開催にあたり、なにより大事にすることは交流です。人と人とが

出会い交わり、夢を語り合い、研鑽することで明るい未来は切り開けると考えます。時代にあっ

た最善で実りある交流（大交流会）の手法を模索して参ります。 

沖縄本土復帰５０年の節目の年に、九州ブロック大会が開催できることへ感謝しつつ、最南端Ｙ

ＥＧから、九州全土へＹＥＧのＨＥＡＲＴ（想い）を響かせる大会とします。 



（５）主催 

九州ブロック商工会議所青年部連合会（以下、「九州ブロックＹＥＧ」） 

  日本商工会議所青年部（以下、「日本ＹＥＧ」） 

 

（６）主管 

  宮古島商工会議所青年部 

  沖縄県商工会議所青年部連合会（副主管） 

 

（７）後援（予定） 

  内閣府沖縄総合事務局、九州経済産業局、沖縄県、宮古島市、九州商工会議所連合会 

  沖縄県商工会議所連合会、宮古島商工会議所 

 

（８）来賓（出席依頼先） 

衆議院議員、内閣府沖縄総合事務局経済産業部長、九州経済産業局長、沖縄県知事 

沖縄県議会議員、宮古島市長、宮古島市議会議長、九州商工会議所連合会会長 

沖縄県商工会議所連合会会長、宮古島商工会議所会頭 

 

（９）開催日時及び場所   

 令和４年１０月７日（金） ９：００～１９：３０  

時  間 内  容 会  場 

 ０９：００～１９：００ 登録受付 ホテルアトールエメラルド宮古島 

 ０９：００～１２：００ 九州ブロックＹＥＧ絆委員会 宮古島マリンターミナルビル・他 

 １０：００～１２：００ 九州ブロックＹＥＧ役員会 ホテルアトールエメラルド宮古島 

 １３：００～１４：００ 九州ブロックＹＥＧ定時総会 ホテルアトールエメラルド宮古島 

 １４：３０～１７：３０ 九州ブロックＹＥＧ会長会議 ホテルアトールエメラルド宮古島 

 １３：００～１７：００ 分科会（７～９） 沖縄市・那覇市・浦添市 

１７：００～１９：３０ ＯＢ会総会・懇親会 ＳＵＰＥＲ ＳＴＡＲ 

 １８：００～１９：３０ 意見交換会（前泊者懇親会） 宮古島市・沖縄市・那覇市・浦添市 

 

 令和４年１０月８日（土） ９：００～１９：３０  

時  間 内  容 会  場 

 ０９：００～１８：００ 登録受付 マティダ市民劇場 

１０：００～１２：００ 
記念式典（メイン） 

 〃  （サテライト） 

マティダ市民劇場 

ホテルアトールエメラルド宮古島 

 １２：３０～１６：３０ 分科会（１～６） 宮古島・来間島・池間島・伊良部島 

 １２：３０～１６：３０ ＯＢ・ＯＧサロン ホテルサザンコースト宮古島 

 １７：３０～１９：３０ 大交流会 トゥリバー特設会場 

 １０：００～１７：００ 宮古島物産展 マティダ市民劇場前特設会場 

 

 令和４年１０月９日（日） ７：３０～１７：００ 宮古島ＹＥＧ主催事業 

時  間 内  容 会  場 

 ０７：３０～１７：００ エクスカーション エメラルドコーストゴルフリンクス 

 ０９：００～１２：００ エクスカーション 宮古島近海（八重干瀬ツアー） 



【主要施設詳細】 

 ◆役員会・定時総会・会長会議・記念式典（サテライト会場） 

  場  所： ホテルアトールエメラルド宮古島 

  住  所： 沖縄県宮古島市平良下里１０８－７（ＴＥＬ）０９８０－７３－９８００ 

 ◆記念式典（メイン会場） 

  場  所： マティダ市民劇場（宮古島市文化ホール） 

  住  所： 沖縄県宮古島市平良下里１０８－１２（ＴＥＬ）０９８０－７２－９６２２ 

 ◆意見交換会（前泊者懇親会） 

  場  所： ホテルアトールエメラルド宮古島（宮古島市） 

  住  所： 沖縄県宮古島市平良下里１０８－７（ＴＥＬ）０９８０－７３－９８００ 

  場  所： ＮＢＣ日本ブライダルセンター（沖縄市） 

  住  所： 沖縄県沖縄市胡屋６丁目１２－１  （ＴＥＬ）０９８－９３３－０８０８ 

  場  所： コスタビレッジエスパーナ（那覇市） 

  住  所： 沖縄県那覇市辻３丁目２―１   （ＴＥＬ）０９８－８６８－８８９８ 

  場  所： やんばる船（浦添市） 

  住  所： 沖縄県浦添市伊祖２丁目８－２  （ＴＥＬ）０９８－８７６－０５９３ 

 ◆大交流会 

  場  所： トゥリバーサンセットビーチ 

  住  所： 沖縄県宮古島市平良久貝５５００－１１ 

 ◆宮古島物産展 

  場  所： マティダ市民劇場（宮古島市文化ホール）前特設ブース 

  住  所： 沖縄県宮古島市平良下里１０８－１２ 

 ◆宮古島ＹＥＧ主催事業 

  場  所： エメラルドコーストゴルフリンクス 

  住  所： 沖縄県宮古島市下地与那覇１５９１－１（ＴＥＬ）０９８０－７６－３２３２ 

 

（１０）参加対象者 

商工会議所青年部会員 

商工会議所青年部ＯＢ・ＯＧ会員 

商工会議所職員 

一般市民（宮古島物産展） 

 



（１１）分科会 対象人数 ３７０名 

分科会名 コース名 定員 

第１分科会 
『かぎすま ～来間島を巡り、エコアイランド宮古島を体感～』 

島の資源を大切に、豊かな美しい島創り！エコ施設や取組みを学ぶ 
３０名 

第２分科会 
『ばっしらいん ～史跡・パワースポット巡り～』 

祈りの島！神様の起源！？ 史跡を巡り、歴史と文化を学ぶ 
３０名 

第３分科会 

『あがんにゃ ～池間ブルーを体感。宮古島から世界へ～』 

持続可能な地域づくり！町おこしの取り組み事例や世界から認められ

たブランド塩「雪塩」の製造工程を学ぶ 

３０名 

第４分科会 

『ずみ ～泡盛、地下ダム、宮古島の水～』 

世界でも類のないダムの島！なぜ地下に！？ダムの歴史や湧き水で作

られる泡盛の製造工程を学び、滅多に入れない泡盛貯蔵庫もご覧あれ 

４０名 

第５分科会 

『んみゃーち ～下地島から宇宙旅行へ～』 

小さな地域に空港２箇所！！「宇宙港」を目指す下地島とは！？ 

未来へ向けての取り組みや美しい下地島の絶景スポットを紹介 

３０名 

第６分科会 

『あぱらぎ ～ＩＬＯＶＥＩＲＡＢＵ きっと伊良部を好きになる～』 

日本一の大橋から望む絶景の伊良部ブルー。絶品のマングローブ蟹に

舌鼓を打ち、蟹博士からこれまでの（蟹養殖）経緯を学ぶ 

２５名 

第７分科会 

 沖縄ＹＥＧ 

『ＨＥＡＲＴ ＯＦ 沖縄ＹＥＧ～行政と共に歩むＫＯＺＡの想い～』 

沖縄市の魅力！各種スポーツ施設を巡り、地域振興のヒント満載！？ 
４０名 

第８分科会 

 那覇ＹＥＧ 

『ＨＥＡＲＴ ＯＦ 那覇ＹＥＧ～美ら海から届ける那覇の想い～』 

沖縄人も知らない！？有名歴史家から首里城・泡盛の歴史を学ぶ！！ 

那覇市の魅力！近海上から全身で体感ツアー！（２コースをご用意） 

７５名 

第９分科会 

 浦添ＹＥＧ 

『ＨＥＡＲＴ ＯＦ 浦添ＹＥＧ～てだこから届ける浦添の想い～』 

琉球王国の古都！！国指定史跡を巡り、沖縄三線を奏で琉球を体感！ 

浦添市の魅力！うみんちゅのこころ体験ツアー（２コースをご用意） 

４０名 

ＯＢ・ＯＧ 

サロン 

『ひやさっさぁぁ ～ エイサーのリズムに身も心も酔いしれる！？』 

沖縄の伝統踊り「エイサー」！三線の音色と泡盛で至福の時間へ！！ 
３０名 

※内容の変更及び分科会によっては登録料の変更がある場合がございます。 

※人数制限のため、定員となり次第、募集を終了させていただきます。 

 

（１２）登録料 

項 目 金 額 備 考 

 本大会登録料（大交流会費含む） 会 員 １１，０００円 
オンライン登録・ＯＢ・ＯＧ・

商工会議所職員も同額 

非会員 １３，０００円  

諸会議・意見交換会登録料（１０/７） １０，０００円  

弁当代（１０/７） 

交流会（１０/７） 

１，０００円 

５，０００円 

役員会参加者のみ 

希望者のみ 

ＯＢ会総会・懇親会 ７，０００円  



 

分科会登録料 

  （１０/８） 

第１分科会 ４，０００円  

第２分科会 ４，０００円  

第３分科会 ４，０００円  

第４分科会 ４，０００円  

第５分科会 ４，０００円  

第６分科会 ８，０００円  

 

 分科会登録料 

   （１０/７） 

第７分科会 ４，０００円 沖縄ＹＥＧ担当 

第８分科会 
５，０００円 Ａコース 

那覇ＹＥＧ担当 
１０，０００円 Ｂコース 

第９分科会 
５，０００円 Ａコース 

浦添ＹＥＧ担当 
１０，０００円 Ｂコース 

ＯＢ・ＯＧサロン登録料（１０/８） ６，０００円 宮古島ＹＥＧＯＢ担当 

宮古島ＹＥＧ主催事業登録料（１０/９） ４，０００円 プレー代等別途 

※オンライン参加者へは、特別番組（視聴）と返礼品をお送りさせていただきます。 

 

（１３）大会規模 

  ２，３００名（登録数） 

 

（１４）事務局 

  宮古島商工会議所青年部 担当 武島明広 

  〒９０６－００１２ 沖縄県宮古島市平良西里２４０－２ 琉球銀行ビル３F 

  ＴＥＬ ０９８０－７２－２７７９  ＦＡＸ ０９８０－７３－１５４３ 

 

 ２． 大 会 ス ケ ジュ ー ル  
   

令和４年１０月７日（金）   

○登録受付・・・・・・・・・・・ ０９：００～１９：００ ホテルアトールエメラルド宮古島 

〇九州ブロックＹＥＧ絆委員会・・ ０９：００～１２：００ 宮古島マリンターミナルビル・他 

○九州ブロックＹＥＧ役員会議・・ １０：００～１２：００ ホテルアトールエメラルド宮古島 

○九州ブロックＹＥＧ定時総会・・ １３：００～１４：００ ホテルアトールエメラルド宮古島 

○九州ブロックＹＥＧ会長会議・・ １４：３０～１７：３０ ホテルアトールエメラルド宮古島 

○第７分科会・・・・・・・・・・ １３：００～１７：００ 沖縄市内 

○第８分科会・・・・・・・・・・ １３：００～１７：００ 那覇市内 

○第９分科会・・・・・・・・・・ １３：００～１７：００ 浦添市内 

○意見交換会（前泊者懇親会）・・ １８：００～１９：３０ ４市同時開催（各会場） 

○交流会・・・・・・・・・・・・ ２０：３０～ 各市内 



令和４年１０月８日（土）   

○登録受付・・・・・・・・・・・ ０９：００～１８：００ マティダ市民劇場 

○記念式典・・・・・・・・・・・ １０：００～１２：００ マティダ市民劇場 

○第１分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 来間島内 

○第２分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 宮古島内 

○第３分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 池間島内 

○第４分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 宮古島内 

○第５分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 下地島内 

○第６分科会・・・・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 伊良部島内 

○ＯＢ・ＯＧサロン・・・・・・・ １２：３０～１６：３０ 宮古島内 

○大交流会・・・・・・・・・・・ １７：３０～１９：３０ トゥリバーサンセットビーチ 

○宮古島物産展・・・・・・・・・ １０：００～１７：００ マティダ市民劇場前 

 

令和４年１０月９日（日）   

○登録受付・・・・・・・・・・・ ０７：００～１４：００ 各会場 

○エクスカーション・・・・・・・ ０７：３０～１７：００ エメラルドコーストゴルフリンクス 

○エクスカーション・・・・・・・ ０９：００～１２：００ 宮古島近海（八重干瀬ツアー） 

 

 ３． 登  録  
   

（１）登録申込方法   

 本大会の申込は、ＹＥＧ大会登録システム（https://yeg.ez-system.jp）にて申込を受け付けま

す。重複登録を防ぐために、各単会の事務局にて一旦して登録作業を行ってください。 

 

（２）登録受付期間   

 令和４年７月７日（木）～ 令和４年９月７日（水） 

 

（３）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ご負担ください。 

 （当日、現金でのお支払いは受付いたしかねますので、ご了承ください。） 

 

（４）変更・キャンセル料について  

 ➀ 変更・キャンセルの受付期間は、令和４年９月１４日（水）までといたします。 

 ➁ 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。 

 ➂ 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。 



 ④ 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。 

 ⑤ 登録締め切り後のキャンセル、登録内容変更、返金には原則応じないこととする。また、予

期せぬ災害等で大会が開催不可能の場合でも登録締め切り後は返金しないこととする。 

   （日本ＹＥＧブロック大会開催要項2-1-I-11より抜粋）予めご了承ください。 

 

（５）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４２回九州ブロック大会宮古島大会に必要な範囲内で利用いたします 

 

 

 ４． 九州ブロックＹＥＧ諸会議 
   

（１）開催日程   

 令和４年１０月７日（金）１０：００～１７：３０ 

（２）開催場所   

 ホテルアトールエメラルド宮古島  沖縄県宮古島市平良下里１０８－７ 

（３）開催スケジュール   

  １. 九州ブロックＹＥＧ絆委員会   ０９：００～１２：００ 

 ２. 九州ブロックＹＥＧ役員会議   １０：００～１２：００ 

     ※役員会議はランチョンとなります。弁当の必要な方は登録システム上で「弁当あり」で登録ください。 

 ３. 九州ブロックＹＥＧ定時総会   １３：００～１４：００ 

 ４. 九州ブロックＹＥＧ会長会議   １４：３０～１７：３０ 

 

 

 ５． 九州ブロックＹＥＧ意見交換会 
   

諸会議や分科会（沖縄本島）にご参加いただいた九州６４単会の会長はじめ会員の皆様と九青連

役員及び日本ＹＥＧの皆様に加えて来賓の皆様にもご参加いただき、各会場オンラインで繋ぎ、

新たな交流の手法として盛大に開催いたします。 

 

（１）開催日時   

 令和４年１０月７日（金）１８：００～１９：３０ 

（２）開催場所   

○ 宮古島市  ホテルアトールエメラルド宮古島  沖縄県宮古島市平良下里１０８－７ 

○ 沖 縄 市  ＮＢＣ日本ブライダルセンター   沖縄県沖縄市胡屋６丁目１２－１ 

○ 那 覇 市  コスタビレッジエスパーナ     沖縄県那覇市辻３丁目２―１ 

○ 浦 添 市  やんばる船            沖縄県浦添市伊祖２丁目８－２ 

（３）参加者 ２００名   

※ 交流会（２次会）の参加についても登録システムでご登録ください（５，０００円） 

 



 ６． 大会記念式典 
   

厳かな雰囲気の中、記念式典を執り行うことにより、日本ＹＥＧ並びに九州ブロックＹＥＧの権威

と格式、ＹＥＧの活動について、記念式典の来賓を通じ、対外的に示すとともに、所属会員にＹＥ

Ｇの帰属意識の醸成と連帯感を再認識させることを目的として開催する。 

 

（１）開催日時   

 令和４年１０月８日（土）１０：００～１２：００ 

（２）開催場所   

  〇 マティダ市民劇場（メイン） 

    沖縄県宮古島市平良下里１０８－１２ ＴＥＬ ０９８０－７２－９６２２ 

  〇 ホテルアトールエメラルド宮古島（サテライト） 

    沖縄県宮古島市平良下里１０８－７  ＴＥＬ ０９８０－７３－９８００ 

（３）参加者 ２，３００名   

（４）式次第   

   １．黙祷 

   ２．ブロック旗入場 

   ３．開会宣言 

   ４．国歌斉唱 

   ５．商工会議所青年部の歌「伸びゆく大地」斉唱 

   ６．商工会議所青年部「綱領」朗読、「指針」唱和 

   ７．主催者代表挨拶 

    ➀ 九州ブロックＹＥＧ会長挨拶 

    ➁ 日本ＹＥＧ会長挨拶 

    ➂ 日本商工会議所会頭挨拶（ＶＴＲ） 

    ➃ 開催地会長挨拶 

    ➄ 宮古島商工会議所会頭挨拶 

   ８．来賓祝辞 

    ➀ 内閣府沖縄総合事務局経済産業部長挨拶 

    ➁ 九州経済産業局長挨拶 

    ➂ 沖縄県知事挨拶 

    ➃ 宮古島市長挨拶 

   ９．来賓紹介 

  １０．祝電披露 

  １１．来賓降壇 

  １２．主催者及び日本ＹＥＧメンバー紹介、ＯＢ紹介 

  １３．参加ＹＥＧ紹介（九州ブロック外ＹＥＧ） 

  １４．参加単会紹介（九州ブロック内ＹＥＧ） 

  １５．登録者数発表 

  １６．令和５年度九州ブロック商工会議所青年部連合会会長予定者発表 

  １７．令和５年度第４３回九州ブロック大会開催地発表 



  １８．令和５年度九州ブロック商工会議所青年部連合会会長予定者挨拶 

  １９．ブロック旗伝達式 

  ２０．令和５年度九州ブロック大会開催地ＰＲ 

  ２１．第４０回全国会長研修会「喜多大阪会議」ＰＲ 

  ２２．第４２回全国大会「美の国あきた大会」ＰＲ 

  ２３．閉会宣言 

 

 

 ７． 宮古島物産展  
   

宮古列島の特産品や食を一堂に集め、地域の商工業の魅力を発信し、来場者へＨＥＡＲＴ(想い) 

をお届けすると共に、コロナ禍で多大な影響を受けている地域商工業の活性化につなげられる事 

業を構築いたします。 

 

（１）事 業 名 「宮古島物産展」 

（２）開催日時 

    令和４年１０月８日（土） 

    １０：００～１７：００ 

（３）開催場所 

    マティダ市民劇場前特設会場 

 
 

 

 ８． 分 科 会  
   

 

 〇第１分科会 

 （定員３０名） 

 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１２：５０ ２０分 移動 

１２：５０～１３：４０ ５０分 エメラルドコーストゴルフリンクス 昼食 

１３：４０～１３：５０ １０分 バスにて移動 移動 

１３：５０～１４：２０ ３０分 竜宮展望台 見学、散策 

１４：２０～１４：３０ １０分 バスにて移動 移動 

１４：３０～１６：２０ １１０分 エコパーク 施設見学、講話 

１６：２０～１６：３０ １０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 



 〇第２分科会 

 （定員３０名） 

 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１２：５０ ２０分 移動 

１２：５０～１３：５０ ６０分 ばっしらいん 昼食 

１３：５０～１４：００ １０分 バスにて移動 移動 

１４：００～１６：２０ １４０分 漲水御嶽 史跡巡りツアー 

１６：２０～１６：３０ １０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 〇第３分科会 

 （定員３０名） 

 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１３：００ ３０分 移動 

１３：００～１５：２０ １４０分 狩俣集落 
昼食 

講話・養殖場見学 

１５：２０～１５：３０ １０分 バスにて移動 移動 

１５：３０～１６：１５ ４５分 雪塩ミュージアム 工場見学 

１６：１５～１６：３０ １５分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 〇第４分科会 

 （定員４０名） 

 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１３：００ ３０分 移動 

１３：００～１４：００ ６０分 郷土料理 昼食 

１４：００～１４：１０ １０分 バスにて移動 移動 

１４：１０～１５：００ ５０分 地下ダム資料館 見学 

１５：００～１５：１０ １０分 バスにて移動 移動 

１５：１０～１６：１０ ６０分 多良川酒造 酒造所、貯蔵庫見学 

１６：１０～１６：３０ ２０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

  



〇第５分科会 

 （定員３０名） 
 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１３：００ ３０分 移動 

１３：００～１４：００ ６０分 さしばの里 昼食 

１４：００～１４：１０ １０分 バスにて移動 移動 

１４：１０～１５：１０ ６０分 下地島空港 講演会 

１５：１０～１５：２０ １０分 バスにて移動 移動 

１５：２０～１６：１０ ５０分 １７ＥＮＤ 散策 

１６：１０～１６：３０ ２０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 〇第６分科会 

 （定員２５名） 
 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
バスにて移動 

集合 

１３：００ ３０分 移動 

１３：００～１５：００ １２０分 蟹蔵 
昼食 (マングローブ蟹) 

講話 

１５：００～１５：１０ １０分 バスにて移動 移動 

１５：１０～１６：１０ ６０分 宮の華酒造 酒造所見学 

１６：１０～１６：３０ ２０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 〇第７分科会 

 （定員４０名） 
 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１３：００  ＮＢＣ（日本ブライダルセンター） 集合 

１３：００～１３：３０ ３０分 バスにて移動 移動 

１３：３０～１４：１０ ４０分 モータースポーツマルチフィールド沖縄 視察 

１４：１０～１４：４０ ３０分 バスにて移動 移動 

１４：４０～１５：３０ ５０分 東部海兵開発地区 視察 

１５：３０～１６：００ ３０分 バスにて移動 移動 

１６：００～１６：５０ ５０分 沖縄アリーナ 視察 

１６：５０～１７：００ １０分 バスにて移動 移動 

１７：１０  意見交換会会場 終了 



 〇第８分科会 

 （総定員７５名） 

 

 Ａコース（定員３０名） 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１３：００  沖縄県庁前県民広場 集合 

１３：１０～１３：４０ ３０分 バスにて移動 移動 

１３：４０～１５：１０ ９０分 首里城 見学 

１５：１０～１５：２０ １０分 徒歩にて移動 移動 

１５：２０～１６：２０ ６０分 瑞泉酒造 見学・体験 

１６：２０～１７：００ ４０分 バスにて移動 移動 

１７：１０  意見交換会会場 終了 

 

 Ｂコース（定員４５名） 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１３：００  三重城港 集合 

１３：００～１３：３０ ３０分 船にて移動 移動 

１３：３０～１６：３０ １８０分 海上 体験 

１６：３０～１７：００ ３０分 船にて移動 移動 

１７：１０  三重城港 終了 

※悪天候時中止 

 〇第９分科会 

 （総定員４０名） 

 

 Ａコース（定員２０名） 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１３：００  新都心おもろまち駅前 集合 

１３：００～１３：３０ ３０分 バスにて移動 移動 

１３：３０～１４：４０ ７０分 国指定史跡「浦添城跡」 見学 

１４：４０～１５：００ ２０分 バスにて移動 移動 

１５：００～１６：３０ ９０分 浦添商工会議所 三線体験 

１６：３０～１７：００ ３０分 バスにて移動 移動 

１７：１０  意見交換会会場 終了 

 

Ｂコース（定員２０名） 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１３：００  沿岸漁港 集合 

１３：００～１３：４５ ４５分 船にて移動 移動 

１３：４５～１６：１５ １５０分 海上 体験 



１６：１５～１７：００ ４５分 船にて移動 移動 

１７：１０  沿岸漁港 終了 

※悪天候時Ａコースに変更 

 

 

 ９． 大交流会  
   

 大交流会では、サンセットビーチに特設ステージを組んで、宮古島のおもてなし料理と最高の泡

盛を堪能して頂きます。そして、目の前には海が広がり夕日と大橋を眺めながらの交流は、会員

同士の親睦をさらに深めると共に、新たな仲間との出会いや気づきが生まれるきっかけとなり、

九州中から集まるＨＥＡＲＴ ＯＦ ＹＥＧを感じて頂きます。 

 

（１）開催日時 

  令和４年１０月８日（土） １７：３０～１９：３０ 

（２）開催場所 

  トゥリバーサンセットビーチ 

  沖縄県宮古島市平良久貝５５００－１１ 

（３）参加人数 ２，３００名 
 

 

 

 １０． ＯＢ・ＯＧサロン  
   

 これまでＹＥＧを築き繋ぎ苦楽を共にしてきたＯＢ・ＯＧの諸先輩方に、宮古島の郷土料理と 

泡盛、芸能と自然で最高のおもてなしをさせて頂き、懇親をより一層深めて頂きます。 

 

 〇ＯＢ・ＯＧサロン 

 （定員３０名） 

 

タイムスケジュール 時 間 場 所 内 容 

１２：３０  
徒歩にて移動 

集合 

１２：４０ １０分 移動 

１２：４０～１３：４０ ６０分 海鮮悟空 昼食 

１３：４０～１５：００ ８０分 
ホテルサザンコースト宮古島 

創作エイサー・おとーり講座 

１５：００～１６：２０ ８０分 宮古民謡・おとーり体験 

１６：２０～１６：３０ １０分 バスにて移動 移動 

１６：４０  大交流会会場 終了 

 

 


