
2 日目研修④ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：淀川浪漫紀行 

（１）趣旨   

全国会⾧研修会開催地の枚方は京都と大阪の中間に位置し、太古より交通の要所とし

て栄えてまいりました。なかでも淀川を活用した舟運は、 

陸路に主役を奪われるまで数百年の間、重要は交通手段でした。  

舟運を体験することで、名だたる歴史上の人物も見たであろう景色と、同じ景色を見

ることで悠久の歴史を感じていただくともに、 

舟運が過去のものではなく、観光資源や緊急時における代替交通手段として、これか

らの可能性について、学んで いただくことを目的とします。   

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）９時００分～１２時３０分   

（３）開催場所   

名称：淀川   

集合場所：八軒家浜船着場 

住所：大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ 



（４）概要   

大阪市中央区の八軒家浜船着場から枚方船着場までの間、約３時間（船の種類によって

時間は前後します）   

の船旅を、淀川を知り尽くした語り部とともに楽しんでいただきます。   

昼食は、船内にてお召し上がりいただきます。   

（５）目標参加人数 

４０名  

（６）登録料   

５，０００円   

昼食付 

（７）タイムスケジュール   

８：４０  受付開始 

９：１５  乗船開始 

９：３０  遊覧 

１２：３０ 下船 

 

 



（８）備考 

乗船場所の都合から、天満橋のホテルを推奨します。 

下船場所から移動先は、下船時間により、物産展会場または枚方市総合文化芸術セン

ターのいずれかになります。 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 

     



 2 日目研修⑤ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：大阪の「身体」と「美容」にええもん集合！ 

女性限定企画 

 

（１）趣旨   

大阪、特に北大阪ならではの「身体にええもん」「美容にええもん」を、女性の視点

で集めた、全国でご活躍の女性会員様に向けた企画です。 

かつて「健康管理」は個人が行うものと考えられていましたが、今では、企業側がそ

の環境を整える責任があるとされています。 

そこで、当研修では健康経営を考える一端であり、ストレス社会に対応する「ここ

ろ」、女性ならではの「美容」に目を向け、 

各専門家のお話、様々な測定体験、体に良い食べ物など、五感の全てで感じていただ

きたい研修を企画いたします。   

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）１０時００分～１２時３０分   

 



（３）開催場所   

名称：ハーブとガレット 

住所：交野市私部西１７－２－１  

集合場所：枚方文化芸術センター 

（４）概要   

①「健康経営」 

枚方市健康福祉部健康寿命推進室健康づくり・介護予防課  

理学療法士 落合都様（１５分） 

※健康経営、当単会と枚方市の取り組みなど 

②「健康と美容とハーブのお話」 

「ハーブとガレット」オーナー  

ハーバリスト 河津様（１５分） 

※ハーブが身体に良いってホント？ 具体的な効果など 

③「姿勢と健康」～女性ならではの問題を交えて～ 

ＫＣＳセンター枚方院  

朝長院長（１５分） 

※正しい姿勢のお話と姿勢のチェックを！ 



④健康測定体験（その場で簡単にできる測定です） 

・野菜不足がチェックできる「べジチェック」 

・あなたの血管は大丈夫？「血管年齢測定」 

・あなたのストレス度合は？身体の対応はできてる？「ストレスチェック」 

⑤交野産の食材を使ったガレットと、身体に良いハーブティをご賞味いただき歓談い

たします。 

※お食事の際、ハーバリストが各テーブルを回り、あなたにぴったりのハーブを教え

ていただけます。 

※お食事とハーブティーはＡ／Ｂ ２種類のプランからお選びいただき、ハーブティ

ーのおかわりは、数種類のものをお試しいただけます。 

（５）目標参加人数 

２０名  

（６）登録料   

３，５００円   

昼食・お土産付 

 

 



（７）タイムスケジュール   

９：４０  受付開始 

１０：００ 枚方文化芸術センター出発 

１０：３０ 上記①、②、③、④ 

１１：３０ 上記⑤ 

１２：３０ ハーブとガレット出発 

１２：４５ 枚方文化芸術センター到着 

（８）備考 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 

【ハーブとガレットの内観とガレットやハーブティ】 

   

※当日のガレットのメニューは写真のものはありません 

【姿勢チェックの様子】  【健康チェック体験】               

      



2 日目研修⑥ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：落語家と巡る 北大阪の旅 

 

（１）趣旨   

大阪には様々な伝統芸能が息づいています。なかでも上方落語は楽しく笑って言葉や

文化を学ぶことができる肩ひじ張らない伝統芸能です。 

参加の皆様にはテレビで見るような寄席だけではなく実際に落語家と接していただき

大阪のドタバタだけでない上品な笑いを堪能していただける内容になっております。 

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）９時００分～１２時００分   

（３）開催場所   

① 

名称：成田山不動尊 

住所：大阪府寝屋川市成田西町１０番１号   

② 

名称：大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター 

住所：大阪府寝屋川市木屋元町１０番４号 



集合場所：枚方文化芸術センター 

（４）概要   

①大阪の表鬼門であり京都からの裏鬼門となる香里の地に建立された成田山不動尊の

見学 

②全国で２番目に小さい都道府県でありながら３番目の８８０万人が暮らしておりま

す。住宅地や商工業用地が多い反面、 

海、川、山に囲まれる多様な環境により８７００種を超える多くの生物が繋がりあい

ながら生きています。 

そんな恵多き大阪を生物の観点から勉強していきます。 

（５）目標参加人数 

３０名  

（６）登録料   

５，０００円   

物産展の金券１，０００円付 

（７）タイムスケジュール   

８：４０  受付開始 

９：００  枚方文化芸術センター出発 



９：２０  ①成田山不動尊 

１０：２０ 成田山不動尊 出発 

１０：４０ ②大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター 

１１：４０ 大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター 出発 

１２：００ 枚方文化芸術センター 到着 

（８）備考 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 日目研修⑦ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：大都市よりも大東市～大東市の凄いとこ紹介！～ 

 

（１）趣旨   

大東市ブランドメッセージ「大都市よりも大東市」。大阪の中心部から近いという利

便性と、今回来ていただく飯盛山などの豊かな自然環境を併せ持つ大東市。都会と田

舎のいいとこ取りをした、小さいけどちょうどよい街。去年の秋に飯盛城跡が国史跡

に指定され、オリジナルグッズやお土産企画など、盛り上げていこうと頑張っていま

す。訪問して頂く場所以外にも、実は凄いところ、等も移動中にご紹介していけたら

と思っています！   

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）９時００分～１３時１５分   

（３）開催場所  

① 

名称：大東中央調節池 

住所：深野１丁目 



② 

名称：飯盛城跡国史跡関連 

住所：北条２３７７ 

（昼食会場 龍間運動広場：龍間１９８１－７ ）  

集合場所：東横ＩＮＮ門真市駅前（当分科会指定ホテルです） 

（４）概要   

大東市の大水害以降整備されてきた治水についての学びと、昨年国史跡に指定された飯

盛城跡、 

山から見たきれいな風景（大東市内、大阪府内）を見ていただきます  

（５）目標参加人数 

３０名  

（６）登録料   

４，０００円   

昼食・お土産付 

（７）タイムスケジュール   

９：１０  受付開始 

９：３０  ホテル出発・バス移動 



１０：００ ①大東中央調整池見学 

１０：４０ バス移動 

１１：００ ②飯森城関連 

１２：０５ 昼食（龍間運動広場・多目的広場） 

１２：４０ バス移動 

１３：１５ 枚方市総合文化芸術センター 到着 

（８）備考 

※ハイキングコースの移動があるため、歩きやすい靴の持参をおすすめします。 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます 

 



2 日目研修⑧ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：～大阪の食を「知る・作る・食す」～ 

（１）趣旨   

大阪といえば「食！」「こなもん！」「たこ焼き！」  

たこ焼きの全てを全国の方々に知っていただきたい。  

まずは、大阪府守口市に本社を構える日本初の家庭用たこ焼き器の老舗メーカーであ

る山岡金属工業株式会社 （守口門真ＹＥＧ初代会長：山岡俊夫氏）のミュージアム

「夢工房」見学で 

たこ焼き等の歴史を知っていただき、 その後は、「キッチンカーのパイオニア」とし

て２４年間営業を続ける株式会社山福（守口門真ＹＥＧ ＯＢ：山口滋 巳氏）による

「ＳＤＧｓ」を絡めた地産地消の食育研修、 

そしてご参加の皆さまには実際にたこ焼き体験をしていただき、ご自身で作った「た

こ焼き」「ベジたこ」をその場で存分に召し上がっていただきます。 

大阪の食を存分に堪能していただける内容となっております。    

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）９時００分～１２時１５分   



（３）開催場所  

①  

名称：山岡金属工業株式会社 

住所：大阪府守口市東郷通２－７－３０  

② 

名称：守口門真商工会館  

住所：大阪府門真市殿島町６－４ 

集合場所：東横ＩＮＮ門真市駅前（当分科会指定ホテルです） 

（４）概要   

家庭用たこ焼き器メーカーの視察研修及びＳＤＧｓを絡めた地産地消の食育研修とた

こ焼き体験をしていただくことで、参加者の企業倫理を高め、また、たこ焼きを食し

ながら地元「守口門真ＹＥＧ」のメンバーとも親睦が深まる企画です。 

（５）目標参加人数 

２０名  

（６）登録料   

４，０００円   

昼食・お土産付（たこ焼き器、食材セット×１） 



（７）タイムスケジュール   

８：４０  受付開始 

９：００  ホテル出発・バス移動 

９：２０  ①「山岡金属工業」による講演及び見学（約５０分間）  

１０：１０ 山岡金属工業 出発 

１０：２０ 守口門真商工会館 到着  

１０：２５ ②「山福」による食育研修及びたこ焼き体験・交流会・昼食（約１１０

分）  

１２：１５ 守口門真商工会館 出発  

１２：２５ 京阪「守口市駅」 到着  

（補足） 

１２：３３ 快速急行発  

１２：４９ 京阪「枚方市」駅到着  

１３：００ 枚方市総合文化芸術センター到着 

（８）備考 

守口市駅から枚方市総合文化芸術センターまでは交通事情を鑑み、電車移動となりま

す。 



※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 





 
 

 

 
  



2 日目研修⑨ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：～八尾で一番空に近い場所～ 

（１）趣旨   

大阪府八尾市には八尾空港があります。八尾ＹＥＧ分科会では普段近くで見ることが

できない機体を間近で見学していただきます。 

航空業界の専門家による機体に映し出したプロジェクターで飛行機に関することの説

明や、質問などにも答えていただきます。 

当日の天候にもよりますが５名は実際に飛行機に乗っていただき飛行も体験していた

だきます。近くにエアロラボパイロットショップがあり、お買い物もしていただけま

す。   

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）７時３０分～１３時００分   

（３）開催場所   

名称：株式会社エアロラボインターナショナル 

住所：大阪府八尾市空港２－１２ 

集合場所：東横ＩＮＮ門真市駅前（当分科会指定ホテルです） 



（４）概要   

【航空機の見学】 

【飛行機にまつわるお話】 

【作業体験】カーボン素材のよく飛ぶ飛行機作り 

【搭乗体験】１０分間の飛行体験を予定しております 

【パイロットショップ】お土産お買い物をしていただきます 

【昼食】ドッグ内で昼食をとっていただきます 

（５）目標参加人数 

１５名  

（６）登録料   

４，０００円   

昼食付 

（７）タイムスケジュール   

７：３０  受付開始 

８：００  ホテル出発・バス移動 

９：３０  株式会社エアロラボインターナショナル 到着 

１１：１０ 昼食 



１１：４０ ショップ見学 

１１：５０ 株式会社エアロラボインターナショナル 出発 

１３：００ 枚方文化芸術センター 到着 

（８）備考 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 

 

 



 

  



2 日目研修⑩ 北大阪 YEG 設営 

テーマ：～八尾から日本を守る場所～ 

 

（１）趣旨   

ロシア・ウクライナが戦時真最中、以前よりも日本の国防に関心が集まっている昨

今、日本の国防を担う陸上自衛隊への理解、学びが得られる陸上自衛隊 八尾駐屯地 

分科会をご用意いたしました。 

分科会当日は、陸上自衛隊 八尾駐屯地にお越しいただき、ニュース等の映像では、

味わうことができない実際使用される臨場感の溢れる航空機・車両等を見学、乗車体

験、装備品等を実際に試着体験してもらい 

学びの多い貴重な分科会をご用意いたします。  

（２）開催日時   

令和４年１１月１２日（土）７時３０分～１３時００分   

（３）開催場所   

名称：陸上自衛隊 八尾駐屯地 

住所：大阪府八尾市空港１丁目８１  

集合場所：東横ＩＮＮ門真市駅前（当分科会指定ホテルです）  



（４）概要   

【航空機の見学・乗車体験】 

多用途ヘリコプター（ＵＨ－１Ｊ）の説明、見学・乗車 

 【車両見学・乗車体験】 

航空機火災用大型消防車（放水）の説明、見学・乗車 

 【個人装備品見学・試着】 

戦闘背嚢、防弾チョッキ、鉄帽、ゴム銃の説明、見学・試着 

【戦闘糧食ボイル体験】 

戦闘糧食の説明、調理体験、実食体験 

【基本教練体験】 

不動の姿勢、敬礼、回れ右などの教練体験 

（５）目標参加人数 

２５名  

（６）登録料   

４，０００円   

昼食付 

 



（７）タイムスケジュール   

７：３０  受付開始 

８：００  ホテル出発・バス移動 

９：００  陸上自衛隊 八尾駐屯地 到着 

１０：４０ 体験喫食・休憩 

１１：２０ 事務連絡等 

１１：３０ 離隊、陸上自衛隊 八尾駐屯地 出発 

１３：００ 枚方文化芸術センター 到着 

（８）備考 

※現時点での内容であり、若干変更する可能性がございます。 

 

 


