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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．近畿ブロック商工会議所青年部連合会スローガン 

共走 ～関わりを大切に、共に学び、共に走り、共に創ろう未来への道導～ 

 

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．開催地テーマ 

温故知“進” ～つれもていこら たなべの味
まち

～ 

（『つれもていこら』の意味：一緒にいこう） 

 

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 

  田辺商工会議所青年部（田辺ＹＥＧ） 

 

７．副主管 

  和歌山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 

  和歌山県 

  田辺市 

  関西商工会議所連合会 

  和歌山県商工会議所連合会 

  田辺商工会議所 

 

９．来賓（出席依頼予定先・敬称略） 

  近畿経済産業局長 

  和歌山県知事 

田辺市長 

衆議院議員 

  参議院議員 

  和歌山県議会議員  

  田辺市議会議員 

  関西商工会議所連合会会長 

  和歌山県商工会議所連合会会長 

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 和歌山ブロック協議会会長 

  公益社団法人白浜・田辺青年会議所理事長 

  全国商工会青年部連合会会長 

牟婁商工会青年部長 

中辺路町商工会青年部長 

大塔村商工会青年部長 

龍神村商工会青年部長 

本宮町商工会青年部長 

  田辺商工会議所会頭 

田辺商工会議所副会頭 

田辺商工会議所専務理事 

田辺商工会議所女性会会長 



１０．開始日時及び場所（予定） 

   令和４年９月２３日（金）１０：００～２０：００ 

   近畿ブロックＹＥＧ 

   【役員会・総会・会長会議・委員会】 紀南文化会館 小ホール・諸会議室 

 

   【前泊者懇親会】       銀ちろ 

                  （感染拡大状況により会場を分散型で開催） 

 

   【第２分科会】        田辺市内（本宮町） 

 

令和４年９月２４日（土）９：３０～２０：００ 

   【記念式典】               紀南文化会館 大ホール 

 

   【第１分科会 記念講演】         紀南文化会館 大ホール 

 

   【第２・３・４・５分科会・ＯＢサロン】  田辺市内 

 

   【第６・７分科会】            田辺商工会議所 

 

   【物産展】                カッパーク 

 

   【大懇親会】               扇ヶ浜交流広場 

 

１１．参加対象者（予定） 

近畿ブロックＹＥＧまたは日本ＹＥＧ所属会員・ＯＢ・ＯＧ会員及び商工会議所役

職員、日本ＹＥＧ未所属会員 

  



１２．登録料 

   令和４年９月２３日（金）     １１，０００円/人（前泊者懇親会費含む） 

                   （ただし、ＷＥＢ参加は無料となります。） 

  令和４年９月２４日（土）    

    現地参加            １１，０００円/人 

    ＷＥＢ参加（返礼品有）     ７，０００円/人 

    ＷＥＢ参加（返礼品無）     ３，０００円/人 

※縮小開催となった場合、現地参加での登録の方はＷＥＢ参加(返礼品有)へ振替

させていただきます。 

 

Ⅱ．プログラム 

  令和４年９月２３日（金） 

   ９：３０～      登録受付 

  １０：００～１２：００ 各委員会（紀南文化会館諸会議室） 

  １１：００～１２：００ 近畿ブロックＹＥＧ役員会（紀南文化会館小ホール） 

  １３：００～１４：００ 近畿ブロックＹＥＧ総会（紀南文化会館小ホール） 

  １４：３０～１７：００ 近畿ブロックＹＥＧ会長会議（紀南文化会館小ホール） 

  １８：００～２０：００ 前泊者懇親会（銀ちろ） 

   

令和４年９月２４日（土） 

   ８：３０～      受付時間 

   ９：３０～１１：３０ 記念式典（紀南文化会館大ホール） 

  １１：００～１７：３０ 物産展（カッパーク） 

  １３：００～１５：００ 第１分科会（紀南文化会館大ホール） 

  １２：３０～１６：３０ 第３分科会（紀州備長炭記念公園） 

１２：３０～１６：３０ 第４分科会（秋津野ガルテン・中田食品(株)） 

  １３：００～１６：３０ 第５分科会（田辺市内） 

１５：３０～１７：００ 第６分科会（田辺商工会議所） 

１５：３０～１７：００ 第７分科会（田辺商工会議所） 

１３：００～１６：００ ＯＢサロン（ＶＯＹＡＧＥＲ ＢＲＥＷＩＮＧ Ｃｏ.） 

１８：００～２０：００ 大懇親会（扇ヶ浜交流広場） 

※第２分科会について 

令和４年９月２３日（金）１４：００～９月２４日（土）１７：３０ 

 

  



Ⅲ．分科会 

■第１分科会：記念講演 

時 間    令和４年９月２４日（土）１３：００～１５：００ 

会 場    紀南文化会館大ホール・オンライン配信 

  講 師    大阪商業大学 公共学部教授 植田辰哉氏 

（元バレーボール日本代表監督） 

  テーマ    今後求められる指導者（リーダー）とは 

  現地定員   １，２００名（一般含む） 

           (ＹＥＧ会員：８００名、一般：４００名) 

登録料    無料（昼食は各自物産展及び市内にて。※実費） 

講師プロフィール 

１９６４年７月２５日生まれ、香川県出身。大学卒業後、新日本製鐵（現、堺ブレ

イザーズ）に入社。日本リーグ（現、Ｖリーグ）ではセンタープレイヤーとして、新人

賞、ベスト６（５年連続）、ブロック賞、スパイク賞など数々のタイトルを獲得。日本

代表としても活躍し、１９９２年のバルセロナオリンピックには主将として出場。６

位入賞に大きく貢献。 

現役引退後は、新日鐵、日本代表ジュニアチームの監督を歴任し、２００５年に日本

代表監督に就任。オリンピック出場を果たすため、非常に厳しい指導を続け、低迷を

続けていた日本代表をフィジカル面、メンタル面ともに鍛え上げ、戦う集団へと変え

ていった。０８年、北京オリンピック世界最終予選を見事に突破。自身が出場したバ

ルセロナ以来、１６年ぶりに日本代表のオリンピック出場を勝ち取り、出場権を獲得

した瞬間にコートに倒れこみ、男泣きした姿は日本中に大きな感動を与えた。熱血指

導の一方で、目標を達成するための緻密な計画も立てるなど、卓越した組織マネジメ

ント力をお持ちです。 

日本代表の愛称「龍神ＮＩＰＰＯＮ」を縁に、田辺市龍神村の住民らとの交流もあっ

た植田氏は、２０２１年９月より田辺市で「バレーボールを通じてコミュニケーショ

ン能力や心身がともに成長し世界で活躍できる人材を育てる」ことを目標に、世界レ

ベルのバレーボール塾「龍神植田塾」を開催しております。 

    



■第２分科会 

  時 間    令和４年９月２３日（金）１４：００～ 

         令和４年９月２４日（土）１７：３０ 

場 所    田辺市本宮町／熊野古道／本宮大社など 

  テーマ    世界遺産の自然の中で大交流会 

内 容    「紀伊山地の霊場と参詣道」は熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那

智大社を合わせた熊野三山を含む「霊場」と平安時代から続く京の都

から熊野三山に参拝に訪れる参詣道「熊野古道」を登録対象とした世

界遺産です。1日目は温泉・テントサウナ・BBQで交流会を実施します。

２日目は記念式典をオンラインで視聴し、その後熊野古道を歩き、本

宮大社にて参拝。２日間にわたり世界遺産を堪能していただきます。 

【２３日】  １４：００（紀南文化会館出発）⇒１５：３０（到着自由行動）⇒１

５：４０（温泉、テントサウナ等）⇒１８：００（おとなしの郷 懇親

BBQ開始）⇒２１：３０（おとなしの郷宿泊） 

    【２４日】  ８：３０（宿泊施設出発）⇒９：００（世界遺産本宮館着）⇒９：３０

（記念式典視聴）⇒１１：４０（世界遺産本宮館発）⇒１１：５０（伏

拝王子出発）⇒１２：３０（参道で昼食）⇒１５：００（本宮大社到

着）⇒１５：１０（参拝）⇒１６：００（本宮大社出発）⇒１７：３０

紀南文化会館到着 

        （注意：悪天候の場合、行程を変更させていただく場合がございます。） 

登録料    ３０，０００円 

定 員    ４０人 

※５～９名のコテージの為申込人数によっては相部屋となります。同一グループで申

し込んで頂いた場合は同部屋へ考慮いたしますが、希望に添えない場合もございま

す。男女別々のコテージ割とさせていただきます。 

 

    

 

  



■第３分科会 

  時 間    令和４年９月２４日（土）１２：３０～１６：３０ 

  場 所    道の駅 紀州備長炭記念公園 

テーマ    伝統工芸の紀州備長炭でミシュランシェフのジビエ、海鮮料理等を 

ＢＢＱで味わおう。 

内 容    自然豊かな田辺市にも苦悩はあります。それは田畑を荒らす鳥獣被害

です。これらの被害防止対策により、野生鳥獣の捕獲数が年々増加す

る中で、これを地域資源としてとらえ、野生鳥獣肉（ジビエ）として有

効に活用する前向きな取組が広がっています。 

こちらの分科会では、ジビエの紹介・その料理について下記の２名を

お迎えし、昔フランスなどでは貴族しか口にできなかったジビエや地

域の食材を当地域伝統工芸紀州備長炭で新しいジビエの世界を堪能し

ていただきます。 

ジビエ紹介：株式会社日向屋代表取締役 岡本和宣 氏 

ジビエ料理人：Ｃａｒａｖａｎｓａｒａｉ代表 更井亮介 氏 

（２０２２ ミシュラングリーンスター＆ビブグルマン受賞） 

  登録料    ７，０００円 

  定 員    ４０名 

    

   

 

 



■第４分科会 

  時 間    令和４年９月２４日（土）１２：３０～１６：３０ 

場 所    秋津野ガルテン／中田食品株式会社 

  テーマ    梅とみかん 

～廃校を再利用した六次産業と創業１２０年の梅工場見学～ 

  内 容    田辺市が誇る特産材「みかんと梅」。その２つを別々の視点から知って・

体験して頂けるのがこの分科会です。廃校になった小学校を地元のみ

かん農家さん達が協力して買い取り、ソーシャルビジネスの発信地と

して生まれ変わらせた「秋津野ガルテン」。そこでスローフードが好評

な農家レストランで昼食をとり、６次産業まで繋げる秋津野ガルテン

の取り組みを学びます。 

その後、明治から続き創業１２０年を超える梅の老舗企業「中田食品

(株)」の工場を見学します。食品産業優良企業等農林水産大臣賞を受

け、品質管理や環境問題にも取組む企業で、梅干しの製品工場を見学。

併設した直売店でお土産の購入もできます。 

地元ならではの特産材を活かし、昔ながらの良さは残しつつ新しい取 

り組みに挑戦し続ける２つのモデルを知り、体感できる分科会となっ

ております。 

  登録料    ４，０００円 

  定 員    ４０名 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



■第５分科会 

  時 間    令和４年９月２４日（土）１３：００～１６：３０ 

場 所    闘鶏神社（世界遺産）／南方熊楠顕彰館／植芝盛平記念館 

テーマ    田辺市３偉人の功績を学ぶ 

内 容    ２０１６年１０月に世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録され

た闘鶏神社は允恭天皇８年（４１９年）に創建され、熊野信仰の歴史

を今に伝える貴重な場所です。現地でその歴史について学んでいただ

きます。 

世界的博物学者・南方熊楠さんが暮らした邸宅開設された資料館にて

生涯を研究に捧げた足跡をたどるとともに田辺で暮らした半生とエピ

ソードを学びます。 

世界１４０の国と地域で愛好される合気道の創始「植芝盛平」が生ま 

れた地域でもあります。その合気道の歴史と技を見学していただき、

この地域の魅力の一端を感じることのできる分科会となっております。 

登録料    無料（昼食は各自物産展及び市内にて。※実費） 

定 員    ４５名 

   
 

  

 

 

 



■第６分科会 

  時 間    令和４年９月２４日（土）１５：３０～１７：００ 

  場 所    田辺商工会議所・オンライン配信 

  テーマ    たなべ未来創造塾～ローカルイノベーターが地域を救う～ 

  内 容    田辺市は全国平均より早いスピードで人口減少が進むと予想されてお

り、内需依存型の経済構造を有する地域のため、人口の減少が起因の

空き店舗の増加や、担い手不足は、田辺市の経済に直接大きなダメー

ジを与えます。 

このような問題を、地域の担い手である若者を集め、地域の問題を共

有し、自分の問題と向き合い、地域文化の強み・自分の強みを生かし、

時には塾生が協力することで新しい価値を生みだす。そして多くのロ

ーカルイノベーターが生まれ『地域創生』につながる活動で、「第１回

シティプロモーションアワード」金賞・特別賞（人材育成賞）を受賞

し、全国的にも評価が高い『たなべ未来創造塾』のファシリテーター 

鍋屋安則氏を迎えご講演いただきます。 

  登録料    無料 

  定 員    現地：３０名 

         オンライン：１００名 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第７分科会 

  時 間    令和４年９月２４日（土）１５：３０～１７：００ 

  場 所    田辺商工会議所・オンライン配信 

  テーマ    ローカルファースト～１コインを地元で～ 

  内 容    ローカルファーストとは字のとおり、「地元のことを考えよう」。つま

り「地元を愛そう！」という考え方です。 

和歌山商工会議所青年部が「シフト２０億円！バイローカルで経済循

環を高めよう」と和歌山市へ協働宣言を提出して３年あまり、折しも

コロナ禍で、ローカル志向が高まったように思います。海や山といっ

た豊かな自然環境が身近にあり、海の幸や山の幸といった産物にも恵

まれている和歌山市、もっと地域活性化は出来ないものでしょうか。

ローカルファーストな考え方やライフスタイルを身につけることに、

豊かな暮らしを実現するヒントがあります。 

和歌山商工会議所青年部が取り組む「ローカルファースト」を学び、

地元での豊かな暮らしや住み続けられるまちを目指して、一緒に考え

たいと思います。 

  登録料    無料 

  定 員    現地：３０名 

         オンライン：１００名 

  



 ■ＯＢサロン 

時 間    令和４年９月２４日（土）１３：００～１６：００ 

  場 所    ＶＯＹＡＧＥＲ ＢＲＥＷＩＮＧ Ｃｏ. 

  テーマ    紀州の地で味わう地酒と食の懇親会 

  内 容    ＯＢ・ＯＧの皆様に親睦を深めていただける場を提供し、平成２８年

に誕生した田辺市のクラフトビールメーカー「ＶＯＹＡＧＥＲ ＢＲＥ

ＷＩＮＧ Ｃｏ.（ボイジャーブルーイング）」の地ビールと地元の食材

を堪能していただきます。 

  登録料    ５，０００円 

  定 員    ３０名 

   

    

  



Ⅳ．移動 

 主な会場 交通手段 所要時間 

第１分科会 紀南文化会館大ホール・オンライン配信 式典会場と同会場 なし 

第２分科会 田辺市本宮町 紀南文化会館よりバス移動 約９０分 

第３分科会 紀州備長炭記念公園 紀南文化会館よりバス移動 約３０分 

第４分科会 秋津野ガルテン・中田食品(株) 紀南文化会館よりバス移動 約３０分 

第５分科会 闘鶏神社・南方熊楠顕彰館・植芝盛平記念館 各視察会場間・徒歩移動 約１５分 

第６分科会 田辺商工会議所・オンライン配信 紀南文化会館より徒歩 約３分 

第７分科会 田辺商工会議所・オンライン配信 紀南文化会館より徒歩 約３分 

ＯＢサロン ＶＯＹＡＧＥＲ ＢＲＥＷＩＮＧ Ｃｏ． 紀南文化会館よりバス移動 約１５分 

 

Ⅴ．各会場地図 

  式典・諸会議会場・駐車場 

   

一般車：田辺市営扇ヶ浜海岸駐車場（約４００台） 

       有料（１時間まで無料、その後１時間毎に１００円） 

バ ス：バスご利用の単会は駐車場割振りのため事前にご連絡ください。 

(田辺商工会議所：0739-22-5064) 

 

前泊者懇親会会場 

 



分科会 

   

   

   

 



各会場の住所・電話番号・ＵＲＬ 一覧 

 会場 住所・ＴＥＬ・ＵＲＬ 

式典 

諸会議  
紀南文化会館 

〒６４６－００３３ 和歌山県田辺市新屋敷町１ 

０７３９－２５－３０３３ 

https://www.kinanbunkakaikan.jp/ 

（収容人数：大ホール１，２２４名、小ホール４５０名）  

第２ 

分科会 

本宮町 

 

おとなしの郷 

https://www.hongu.jp/ 

 

https://hongu-otonashi.com/  

第３ 

分科会 
道の駅 紀州備長炭記念公園 

〒６４６－０１０２ 田辺市秋津川１４９１－１ 

０７３９－３６－０２２６ 

https://www.binchotan.jp/  

第４ 

分科会 

秋津野ガルテン 

〒６４６－０００１ 田辺市上秋津４５５８―８ 

０７３９－３５－１１９９ 

https://agarten.jp/  

中田食品（株） 

〒６４６－０２１６ 田辺市下三栖１４７５ 

０７３９－２２－２４８６ 

http://www.nakatafoods.co.jp/  

第５ 

分科会  

闘鶏神社 

〒６４６－００２９ 田辺市東陽１－１ 

０７３９－２２－０１５５ 

https://www.tanabe-kanko.jp/view/kumano-kodo/toukei-jinja/  

南方熊楠顕彰館 

〒６４６－００３５ 田辺市中屋敷町３６ 

０７３９－２６－９９０９ 

https://www.minakata.org/  

植芝盛平記念館 

〒６４６－００３４ 田辺市扇ヶ浜２－１０ 

０７３９－３３－７３６５ 

https://www.ueshiba-morihei.com/memorial/  

ＯＢ 

サロン 

ＶＯＹＡＧＥＲ 

ＢＲＥＷＩＮＧ Ｃｏ． 

〒６４６－００６１ 田辺市上の山１－９－２０ 

０７３９－３４－３３０５ 

https://voyagerbrewing.co.jp/ 

大懇親会 扇ヶ浜交流広場 〒６４６－００３４ 和歌山県田辺市扇ヶ浜３ 

前泊者 

懇親会 

 

銀ちろ 

  

 

〒６４６－００３１ 田辺市湊１２-３９ 

 

駐車場 

一般車 
田辺市営扇ヶ浜海岸駐車場 https://www.city.tanabe.lg.jp/suisan/tyuusya.html  
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