
令和４年度 日本商工会議所青年部 第４２回北陸信越ブロック大会 

『長野大会』大会開催要綱 

（ハイブリッド開催） 

 

 

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． 令和４年度 北陸信越ブロック商工会議所青年部連合会スローガン 

「ＣＨＡＮＧＥ ＆ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ！ ～我ら礎。例がないからやってみよう～」 

 

３． 令和４年度 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． 第４２回北陸信越ブロック大会「長野大会」 開催地テーマおよび趣旨 

「温故知信 ～ここからつくる新たなＳＴＯＲＹ～」 

 

新型コロナウィルスが蔓延し、人々の価値観や行動が大きく転換している中で、歩み 

を止めずに我々青年経済人に何ができるのかを考え、今こそ行動に移していく事が求 

められています。 

冬季オリンピックを開催した経験もある「長野」は、ホスピタリティに優れているだ 

けではなく、戸隠神社や善光寺など、信仰の対象となる「パワースポット」が数多く 

存在し、古くから全国の人々が沢山集まる場所でもありました。 

その歴史と文化を肌で味わっていただきながら、北陸信越ブロックや全国の商工会議 

所青年部の同志の方々が交流できる場を創出することで、先輩方がこれまでつくり上 

げてこられた商工会議所青年部の歴史と魂を深く学び、新たな時代、新たな商工会議 

所青年部の姿をつくり上げていくためのきっかけとなる大会が開催できるよう、強い 

想いを持って開催したいと考えております。 

大会当日は、数多くの皆様のご来長を、メンバー一同心よりお待ちしております。 

 

 

 



５． 主催 

北陸信越ブロック商工会議所青年部連合会（北陸信越ブロックＹＥＧ） 

日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ） 

 

６． 主管 

長野商工会議所青年部（長野ＹＥＧ） 

 

７． 後援 

経済産業省関東経済産業局 

長野県 

長野市 

北陸信越商工会議所連合会 

一般社団法人長野県商工会議所連合会 

長野商工会議所 

長野県商工会議所青年部連合会 

長野県商工会議所青年部加盟単会連合会 

 

８． 来賓（※予定・敬称略） 

経済産業省関東経済産業局長           太田 雄彦 様 

長野県知事                   阿部 守一 様 

長野市長                    荻原 健司 様 

衆議院議員                   若林 健太 様 

長野市議会議長                 寺沢 さゆり 様 

北陸信越商工会議所連合会会頭          福田 勝之 様 

（一社）長野県商工会議所連合会会長       北村 正博 様 

（公社）長野青年会議所理事長          中川 大三 様 

（公社）南長野青年会議所理事長         宮尾 祐介 様 

長野市商工会青年部会長             戸谷 嶺之 様 

長野商工会議所女性会会長            山浦 悦子 様 

北陸信越商工会議所青年部            歴 代 会 長 

長野県商工会議所青年部連合会会長        吉田  俊 様 

長野県商工会議所青年部加盟単会連合合会長    笠原 博人 様 

 

９． 開催日時及び場所 

令和４年９月１６日（金）         １１時００分～２０時３０分 

【諸会議】 長野市生涯学習センター    １１時００分～１７時３０分 

住所：長野県長野市大字鶴賀問御所町１２７１番地３ 

（トイーゴウエスト３・４階） 



電話：０２６－２３３－８０８０ 

【前泊者懇親会】ホテルメトロポリタン長野 １８時３０分～２０時３０分 

住所：長野県長野市南石堂町１３４６ 

電話：０２６－２９１－７０００ 

    

令和４年９月１７日（土）         １０時００分～１４時３０分 

【分科会】 長野市内各地 

 

【記念式典】長野市芸術館 

住所：長野県長野市大字鶴賀緑町１６１３番地 

電話：０２６－２１９－３１００ 

 

【大懇親会】ホテルメトロポリタン長野   １８時３０分～２０時３０分 

住所：長野県長野市南石堂町１３４６ 

電話：０２６－２９１－７０００ 

 

令和４年９月１８日（日）          ８時００分～(予定) 

【エクスカーション】信濃ゴルフクラブ 

住所：長野県上水内郡信濃町大井高山２４３３ 

電話：０２６－２５５－６７００ 

 

１０．参加者 

北陸信越ブロック商工会議所青年部会員及びＯＢ・ＯＧ会員 

日本商工会議所青年部役員及び出向委員 

商工会議所職員  他 

                         

１１. 登録料 

令和４年９月１６日（金）  

前泊者懇親会登録料            １０，０００円 

     

令和４年９月１７日（土）  

      記念式典および大懇親会  本会員     １１，０００円 

                ＯＢ・ＯＧ会員 １３，０００円 

                非会員     １６，０００円 

    

   令和４年９月１８日（日） エクスカーション「親睦ゴルフコンペ」 

                参加費      ３，０００円 

                ※プレー代は各自現地清算となります 



 

１２．大会プログラム 

令和４年９月１６日（金） 

    

   令和４年９月１７日（土） 

 

時  間 内  容 会  場 配信 

 9：00～18：00 登録受付 長野市芸術館 他   

10：00～14：30 分科会 市内周辺各地   

11：00～15：00 物産展 桜スクエア   

15：00～17：30 記念式典 長野市芸術館 〇 

18：30～20：30 大懇親会 ホテルメトロポリタン長野   

 

令和４年９月１８日（日） 

    

◇エクスカーション 「親睦ゴルフコンペ」 

時間：  ８時００分～１７時００分（予定） 

場所：信濃ゴルフ倶楽部 

       定員：４０名程度   登録料：３，０００円 

       ※プレー代は各自現地清算となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時  間 内  容 会  場 配信 

10：00～18：30 登録受付 生涯学習センター 他   

11：00～11：45 北陸信越ブロックＹＥＧ役員会 生涯学習センター 〇 

13：00～14：30 北陸信越ブロックＹＥＧ臨時総会 生涯学習センター 〇 

15：00～17：30 北陸信越ブロックＹＥＧ会長会議 生涯学習センター 〇 

18：30～20：30 前泊者懇親会 メトロポリタン   



 

◇分科会    １０時００分～１４時３０分（長野市内及び周辺各所） 

（第１分科会）テーマ「信州の自然と味覚を堪能 戸隠そば打ち体験と戸隠神社」 

      時間 ：  ９時３０～１４時３０分  

定員 ： １６名 

登録料： ３，０００円（昼食代込） 

      概要 ： 信州の伝統的な味「戸隠そば」の手打ち体験と昼食後、創建よ 

           り二千年余りの歴史ある戸隠神社を参拝 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第２分科会）テーマ「長野から世界へ 菌活食品の工場見学」 

        時間 ： １０時００～１４：３０ 

定員 ： １５名 

登録料： ４，０００円（昼食代込み） 

        概要 ： 今や日本国内だけでなく、世界へと発信する長野を代表する食 

             品メーカーの内部を、創業の歴史と共に感じる見学会 

 

 

 

 

 

 

 



 

  （第３分科会）テーマ「鳥獣による農業被害の改善から地域の産業へ。 

世界が注目する健康食材ジビエを知る」 

        時間 ：  ９時３０～１４：３０ 

定員 ： ３０名 

  登録料： ４，０００円（昼食代込） 

概要 ： 鳥獣被害対策だけでなく、低脂質、高タンパク食材として注目 

     されているジビエの解体見学と、シャインマスカットやワッサ 

ーなどの収穫体験後に、中条の自然に包まれてジビエづくしの 

昼食を楽しむ 

※交通費（公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー 

より貸切バスをご提供いただいているため、参加費には含み 

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （第４分科会）テーマ「疲労回復とデトックス 人気の森林サウナと野尻湖観光」 

        時間 ： ８時３０～１４：３０ 

定員 ： ６名 

登録料： ７，０００円（昼食代込） 

概要 ： 今や予約が取れないことで有名な「ＬＡＭＰ」の森林サウナを 

当ブロック大会のために限定開放していただきました。 

野尻湖畔の豊かな自然に囲まれた貸切のログサウナと、澄んだ 

空気の中でいただくお食事で、心も体も「整えて」お帰りくだ 

さい。大変人気のサウナのため、極少数の募集となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  （第５分科会）テーマ「疲労回復とデトックス 人気の戸隠森林サウナ」 

        時間 ：  ９時３０～１４：３０ 

定員 ： ２０名 

登録料： ４，０００円（昼食代込） 

概要 ： 豊かな自然に囲まれた戸隠山の裾野にオープンした貸切のログ 

サウナで汗を流し、心も体も「整えて」お帰りいただくデトッ 

クスツアー。テントサウナも利用可能。 

※交通費（公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー 

より貸切バスをご提供いただいているため、参加費には含み 

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （第６分科会）テーマ「リアルで行うビジネス活性交流会」 

   ※日本ＹＥＧビジネス活性化委員会による分科会 

        時間 ： １１時００～１４時００ 

                会場 ： ＣＯＬＯＲＦＵＬ（カラフル）長野市南千歳１―１６―１４ 

        定員 ： ６０名 

    登録料： ２，０００円（昼食代込） 

        概要 ： 参加者同士でご自身のビジネスストーリーを語り合い交流を 

             深めて頂くことで、今後のビジネス活性化に繋がる人脈形成の 

機会をご提供いたします。 

ゲストスピーカーによるご講演や、よしもと住みます芸人との 

交流も予定しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

◇記念式典   １５時００分～１７時００分（長野市芸術館） 

   （１）  開会宣言 

   （２）  国家「君が代」斉唱 

   （３）  商工会議所青年部の歌「伸びゆく大地」斉唱 

   （４）  商工会議所青年部「綱領」朗読・「指針」唱和 

   （５）  主催者代表挨拶 

         ①北陸信越商工会議所青年部連合会会長 

         ②日本商工会議所青年部会長 

         ③日本商工会議所会頭 

   （６）  大会会長挨拶（長野大会 大会会長） 

   （７）  開催地会長挨拶（長野商工会議所青年部会長） 

   （８）  開催地商工会議所会頭挨拶 

   （９）  来賓挨拶 

         ①経済産業省関東経済産業局長 

         ②長野県知事 

         ③長野市長 

  （１０）  来賓紹介 

  （１１）  主催者紹介 

  （１２）  参加商工会議所青年部紹介 

  （１３）  登録者数発表 

  （１４）  令和５年度 北陸信越商工会議所青年部連合会会長予定者発表 

  （１５）  令和５年度 第４３回北陸信越ブロック大会 開催地発表 

  （１６）  ブロック旗伝達 

  （１７）  令和５年度 第４３回北陸信越ブロック大会 ＰＲ 

  （１８）  令和４年度 第４０回全国会長研修会 ＰＲ 

  （１９）  令和４年度 第４２回全国大会 ＰＲ 

  （２０）  閉会宣言 

           

   ◇物産展 

時間：１１時００分～１５:００分  

       場所：桜スクエア（長野市役所西側広場） 

                 

◇大懇親会 

 時間：１８時３０分～２０時３０分 

場所：ホテルメトロポリタン長野 

 

※大懇親会会場駐車場には台数に限りがありますので周辺の有料駐車場をご利用ください 



※物産展・大懇親会は新型コロナウィルスの蔓延状況によっては中止となる場合があります 

１３．周辺地図（アクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【会場までのアクセス】 

長野市生涯学習センター 

  〇お車でお越しの場合 

上信越自動車道長野Ｉ.Ｃ.より約３０分程度 

国道１９号（昭和通り）を挟んだ南側に立体駐車場有り（トイーゴパーキング） 

   〇電車でお越しの場合 

ＪＲ長野駅（善光寺口）から徒歩約１０分 

   長野電鉄市役所前駅から徒歩約５分 

 

 

ホテルメトロポリタン長野 

〇車でお越しの場合 

上信越自動車道長野Ｉ.Ｃ.から約２５分程度 

上信越自動車道長野東Ｉ.Ｃ.から約２５分程度 

  ※大懇親会会場の駐車場には台数に限りがあります。お停めいただけなかった場合は会 

場周辺の有料駐車場をご利用ください。 

  〇電車でお越しの場合 



   ＪＲ長野駅直結（善光寺口方面） 

  長野市芸術館 

  〇お車でお越しの場合 

上信越自動車道長野Ｉ.Ｃ.より約２０分程度 

上信越自動車道長野東Ｉ.Ｃ.より約２５分程度 

国道１９号（昭和通り）を挟んだ北側に立体駐車場有り（緑町立体駐車場） 

  〇電車でお越しの場合 

   ＪＲ長野駅から徒歩約１２分 

   長野電鉄長野駅から乗車後「市役所前駅」下車徒歩約５分 

   （市役所前駅にはＡ特急は停車しません） 

 

  信濃ゴルフ倶楽部 

  〇お車でお越しの場合 

   上信越自動車道信州中野Ｉ.Ｃ.より約２０分程度 

   上信越自動車道信濃町Ｉ.Ｃ.より約１０分程度 

   ＪＲ長野駅周辺より約３０分程度 

  〇電車でお越しの場合 

   ＪＲ長野駅よりタクシーで約３０分程度 

   ＪＲ信越線「牟礼駅」下車後、タクシーで約１０分程度 

 

１４.宿泊先 

   【ホテルメトロポリタン長野】 

    住所：長野県長野市南石堂町１３４６ 

電話：０２６－２９１－７０００ 

   

【ホテル国際 21】 

住所：長野県長野市大字南長野県町５７６ 

電話：０２６－２３４－１１１１ 

 

 

 

 

１５．大会事務局 

〒381-0904 長野県長野市七瀬中町 276 長野商工会議所青年部 

事務局 中澤・須田（TEL 026-227-2428 FAX 026-227-2758） 

E-mail :mi-nakazawa@nagano-cci.or.jp 

 

 



 

 


