開催概要
日本商工会議所青年部

第40回全国会長研修会

「笑売繁盛 喜多大阪会議」
出会い、学び、未来
常識を超える価値の創造

開

催

日 / 令和４年１１月１０日（木）・１１日（金）・１２日（土）

主

催 / 日本商工会議所青年部

主

管 / 北大阪商工会議所青年部

副

主

管 / 大阪府商工会議所青年部連合会

目

的

全国の商工会議所青年部の指導的役割を担う会長、次期会長予定者、及び担当事務
局を対象に、地域経済を担うリーダーとしての資質の向上と意識の高揚を図るとと
もに、青年部の当面する課題等について意見交換を行い、次年度単会事業に反映す
るよう青年部組織の活性化と一層の充実に資する。

日本ＹＥＧ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～

研修会テーマ及び趣旨
出会い、学び、未来

常識を超える価値の創造

現在の大阪平野はその大半が海でした。大阪は日本随一の国際港・難波津から世界へ繋がり、
古墳時代にはヤマト王権の中心地でもありました。その後、武家が台頭し、政治権力は関東に移
りましたが、文化・経済の栄える地として存在感を示し、江戸時代には「上方」と呼ばれました。
中でも、北大阪商工会議所が管区とする枚方市・寝屋川市・交野市は京都・奈良と隣接し、陸路
は京街道、東高野街道、水路は淀川と交通の要衝でありました。継体天皇即位の地「河内国樟葉
宮」や、平安時代に皇室の遊猟地であった「交野が原」、「七夕伝説」など、豊かな歴史文化に
支えられ、進取の気性に富んだ、活気あふれる人々に恵まれた地域です。
近年、世界は感染症の大きな災禍に見舞われ、この大きな被害から立ち直らなければなりませ
ん。２０２５年大阪・関西万博の開催を控えた大阪は、ニューノーマルと呼ばれる新たな生活習
慣、持続可能性や豊かさの再定義など、未来に向けた価値観を世界へ発信することが期待されて
いる地域でもあります。そして、我々ＹＥＧも、現状を突破し、新たな価値を創造することが期
待されています。そのためには常識にとらわれず、自由闊達に発想し、行動することが必要なの
ではないでしょうか。
「商は笑にして勝なり、笑を省ずれば商は小なり、笑を昇ずれば商は勝なり」という言葉が大
阪商人の心得として語り継がれています。「ほんまかいな」「しらんけど」と、明るい未来を想
像し、仲間と語りあい、笑いあい、陽気なエネルギーを共有したいと考えます。全国の各単会に
その元気をお持ち帰りください。
この商売繁盛

喜多大阪会議を全国各地から集う同志と共に、地域と日本の未来の為に研鑽し、

地域、日本、世界の繁盛する未来を創造する会議とします。
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研修会概要
主

催

日本商工会議所青年部

主

管

北大阪商工会議所青年部

副主管

大阪府商工会議所青年部連合会

後援（予定）

経済産業省

近畿経済産業局

大阪府
枚方市、寝屋川市、交野市
北大阪商工会議所
近畿ブロック商工会議所青年部連合会
開催日

開催場所

令和４年１１月

９日（水）１１：３０～１７：００

令和４年１１月１０日（木）

９：３０～１９：００

令和４年１１月１１日（金）

９：３０～１８：００

令和４年１１月１２日（土）

７：３０～１６：３０

・研修会及び諸会議
枚方市総合文化芸術センター本館・別館、パナソニックアリーナ
寝屋川市立市民会館、ビィーゴ
・交流会
前泊者交流会＝川原町商店街
大交流会＝ひらかたパーク

参加対象者

①商工会議所青年部当該年度会長及び次年度会長予定者（候補者）

②道府県青年部連合会等の当該年度会長及び次年度会長予定者（候補者）※代理可
③上記１・２の担当事務局
④次代の単会を担う会員
登録料

①会員

１人／１６，０００円

ＷＥＢ参加（返礼品あり）

１人／１２，０００円

ＷＥＢ参加（返礼品なし）

１人／

②日本ＹＥＧ 所属青年部 会員 ＯＢ・ＯＧ

１人／２０，０００円

ＷＥＢ参加（返礼品あり）

１人／１２，０００円

ＷＥＢ参加（返礼品なし）

１人／

③日本ＹＥＧ 未所属青年部 会員
参加人数

８，０００円

①現地登録
②ＷＥＢ登録

８，０００円

１人／２０，０００円

１，２００名
３００名
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合計１，５００名

来賓予定名簿
１．経済産業省 近畿経済産業局長
２．大阪府知事
３．大阪府商工労働部 部長
４．枚方市長
５．寝屋川市長
６．交野市長
７．衆議院議員・参議院議員
８．大阪府議会議員
９．枚方市議会議員
１０．寝屋川市議会議員
１１．交野市議会議員
１２．日本商工会議所 会頭
１３．大阪府商工会議所連合会 会長
１４．北大阪商工会議所 会頭
１５．北大阪商工会議所 副会頭
１６．北大阪商工会議所 専務理事
１７．北大阪商工会議所 常議員
１８．北大阪商工会議所女性会 会長
１９．一般社団法人枚方青年会議所 理事長
２０．一般社団法人寝屋川青年会議所 理事長
２１．一般社団法人交野青年会議所 理事長

登録
・登録方法
①登録申し込みは専用ホームページに登録システムを掲載します。
②二重登録防止のため、必ず単会事務局にてとりまとめ、
大会登録システムよりご登録ください
③その他、登録に当たっての注意事項は専用ホームページに掲載します。
登録システム：https://amarys-jtb.jp/kitaosakayeg/

・登録受付期間
【登録開始】令和４年
【登録締切】令和４年

９月
１０月

２０日（火）
１９日（水）

・登録料
①会員

現地参加
ＷＥＢ参加（返礼品あり）
ＷＥＢ参加（返礼品なし）
②日本ＹＥＧ 所属青年部 会員 ＯＢ・ＯＧ
ＷＥＢ参加（返礼品あり）
ＷＥＢ参加（返礼品なし）
③日本ＹＥＧ 未所属青年部 会員
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１人／１６，０００円
１人／１２，０００円
１人／ ８，０００円
１人／２０，０００円
１人／１２，０００円
１人／ ８，０００円
１人／２０，０００円

研修会スケジュール
令和４年１１月９日（水）
表敬訪問

13：00～17：00

北大阪商工会議所／大阪府／
枚方市役所／寝屋川市役所／交野市役所

令和４年１１月１０日（木）
日本ＹＥＧ諸会議

9：30～19：00

枚方市総合文化芸術センター

9：30～12：00

枚方市総合文化芸術センター

ブロック大会開催地連絡会議

10：30～11：30

枚方市総合文化芸術センター

受付

11：30～12：00

枚方市総合文化芸術センター

会員総会

12：00～13：00

枚方市総合文化芸術センター 大ホール

開会式

13：15～14：30

枚方市総合文化芸術センター 大ホール

次年度会長予定者所信表明

14：30～14：50

枚方市総合文化芸術センター 大ホール

初日研修 一部
ＶＬＰフォーラム

15：00～16：30

枚方市総合文化芸術センター 大ホール

初日研修 二部
選べる６つの研修会

16：40～18：00

枚方市総合文化芸術センター 本館・別館
ビィーゴ

令和４年１１月１１日（金）
日本ＹＥＧ諸会議

令和４年１１月１２日（土）
2日目研修①次年度研修

9：30～12：30

パナソニックアリーナ

2日目研修②当年度研修

9：20～12：00

寝屋川市立市民会館

2日目研修③事務局研修

9：30～12：30

枚方市総合文化芸術センター

2日目研修④北大阪ＹＥＧ研修

9：00～12：30

淀川

2日目研修⑤北大阪ＹＥＧ研修

10：00～12：30

2日目研修⑥北大阪ＹＥＧ研修

9：00～12：00

成田山不動尊、生物多様性センター

2日目研修⑦大東ＹＥＧ研修

9：00～13：15

大東中央調節池

2日目研修⑧守口門真ＹＥＧ研修

9：00～12：15

山岡金属工業株式会社、守口門真商工会館

2日目研修⑨八尾ＹＥＧ研修

7：30～13：00

株式会社エアロラボインターナショナル

2日目研修⑩八尾ＹＥＧ研修

7：30～13：00

陸上自衛隊 八尾駐屯地

ハーブとガレット

閉会式

13：30～14：30

枚方市総合文化芸術センター

解団式

14：30～15：00

枚方市総合文化芸術センター

開催地連絡会議

15：30～16：30

枚方市総合文化芸術センター

物産展
１１月１１日(金)

11：00～16：30

ニッペパーク岡東中央

１１月１２日(土)

11：00～16：30

ニッペパーク岡東中央
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会場リスト
主な開催施設
施 設 名
枚方市総合文化芸術センター

内 容

所 在

・初日研修

枚方市新町2-1-60

・２日目研修③

TEL : 072-845-4910

地

・会員総会
・開会式
・閉会式
・会長所信表明
・解団式

パナソニックアリーナ

・２日目研修①

枚方市菊丘南町2-10
TEL : 072-858-3000

ビィーゴ

・初日研修

大阪府枚方市岡本町7-1
枚方ビオルネ5F
TEL：072-800-1919

寝屋川市立市民会館

・2日目研修②

大阪府寝屋川市秦町41番1号
TEL : 072-823-1221

ひらかたパーク

・大交流会

枚方市枚方公園町1-1
TEL : 072-844-3475

川原町商店街

・前泊者交流会

枚方市岡東町10

ニッペパーク岡東中央

・物産展

枚方市岡東町7番
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