
日本商工会議所青年部日本商工会議所青年部日本商工会議所青年部日本商工会議所青年部    
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．開催要領開催要領開催要領開催要領    

    

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．日本ＹＥＧスローガン   

    高き志を持ち 共に進もう 輝ける未来のために 

             ～ＹＥＧの絆を力に変えて～ 

３．中国ブロックＹＥＧスローガン 

    本当の日本戦後復興 誰がやる、我々がやる 

        ～志・気概・覚悟・決断力そして勇敢に～ 

 

４．山口県青連スローガン 

    平常心～具体的にひとつずつ      

 

５．開催地テーマ 

    Rising Japan ～想いを繋ぐ五つ橋～ 

 

６．主 催   

中国ブロック商工会議所青年部連合会 

   日本商工会議所青年部 

 

７．主 管   

岩国商工会議所青年部 

 

 ８．副主管 

   山口県商工会議所青年部連合会 

   

９．後 援 

中国経済産業局 

   山口県 

   岩国市 

   中国地方商工会議所連合会 

   山口県商工会議所連合会 

   岩国商工会議所 

 

10．来 賓（予定） 

中国経済産業局長            

山口県知事 

   岩国市長 

   岩国市議会議長 
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日本商工会議所会頭 

   中国地方商工会議所連合会会頭 

   山口県商工会議所連合会会長 

   岩国商工会議所会頭 

各関係団体長 

 

11．開催日程及び場所 

平成２５年９月６日(金) 

時間 内容 会場 

10:00～ 登録受付 岩国国際観光ホテル 

10:30～13:30 中国ブロック YEG 役員会 岩国国際観光ホテル 

13:40～14:40 中国ブロック YEG 総会 岩国国際観光ホテル 

15:00～18:00 中国ブロック会長会議 岩国国際観光ホテル 

18:30～20:30 前泊者懇親会 岩国国際観光ホテル 

 

 

平成２５年９月７日（土） 

時間 内容 会場 

10:30～ 登録受付 岩国市市民会館 

11:30～13:00 記念式典 岩国市市民会館 

13:15～14:45 記念講演 岩国市市民会館 

15:00～18:00 分科会 岩国市近郊各地 

18:30～20:00 大懇親会  岩国市総合体育館アリーナ 

10:00～17:00 物産展 岩国市役所庁舎前広場 

11:00～16:00 OB サロン 岩国商工会議所４F 

  

登録受付：１０時３０分～（予定） 

◆記念式典・記念講演・分科会・OB サロン・物産展 

【記念講演】 

・講師     長州 力 

・講演テーマ  『いまだにマットに上がり続ける不屈の闘志』 

 

場  所： 岩国市市民会館 

住  所：山口県岩国市山手町１丁目１５－３ （ＴＥＬ）０８２７－２４－１２２１ 

 

◆分科会 ：１５時００分～１８時００分（予定） 岩国市近郊各地 

分科会（定員） コース名 場所 

第１分科会（200） 錦帯橋鵜飼遊覧と錦帯橋渡橋コース 錦帯橋、横山地区 

第２分科会（200） 岩国基地航空機見学コース 海上自衛隊岩国基地 

第３分科会（200） ウエスタンリーグ観戦コース（弁当付） 由宇球場、潮風公園 

第４分科会（90） 名酒ほろ酔い堪能コース 村重酒造、酒井酒造、八百新酒造 

第５分科会（200） 地底探検コース 美川ムーバレー 

第６分科会（310） 開運＆健康コース 白蛇神社、岩国錦帯橋空港、岩国市

総合体育館 

※登録申込後、人数調整をさせていただきます。定員次第ではご希望に添えない場合もござ 
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いますのでご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

※第２分科会は１単会最大２０名までの定員とさせていただきますのでよろしくお願い申

し上げます。 

※第２分科会参加予定者は運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証、、、、パスポートパスポートパスポートパスポート、、、、住民票写住民票写住民票写住民票写ししししのいずれかで、本籍地記載 

のものが必要となりますので、締切期日（8/9）までに下記事務局までＦＡＸまたはメー

ルをお願いします。各単会事務局にて取りまとめの上、よろしくお願い申し上げます。 

尚尚尚尚、、、、大会当日大会当日大会当日大会当日もももも岩国基地入場岩国基地入場岩国基地入場岩国基地入場のののの際際際際にににに必要必要必要必要となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、おおおお手数手数手数手数ですがごですがごですがごですがご持参下持参下持参下持参下さいさいさいさい。 

※第３分科会参加予定者は記念式典終了後、１３１３１３１３時時時時１０１０１０１０分頃分頃分頃分頃の出発となります記念講演記念講演記念講演記念講演へはへはへはへは

出席出席出席出席できませんできませんできませんできませんのでご了承ください。 

 

◆大懇親会：１８時３０分～２０時００分 

場  所： 岩国市総合体育館アリーナ 

   住  所：山口県岩国市平田１丁目４０－１ （ＴＥＬ ）０８２７－３２－７４１１ 

   

12．参加者   

中国ブロック内商工会議所青年部会員・ＯＢ会員および商工会議所役職員 

日本商工会議所青年部理事・役員・出向者及び全国の熱意ある会員 

 

13．登録料   

〇役員会・総会・会長会議・前泊者懇親会登録料（9月 6日）  お１人 １０，０００円 

〇中国ブロック大会岩国大会登録料（9月 7日）  お１人 １０，０００円 

                      ※ＯＢもお１人 １０，０００円（ＯＢサロン代含む） 

 

※※※※単会人数単会人数単会人数単会人数にににに対対対対するするするする登録率登録率登録率登録率№№№№１１１１のののの単会単会単会単会をををを当日表彰当日表彰当日表彰当日表彰させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの登録登録登録登録をををを心心心心

よりおよりおよりおよりお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

            ※※※※ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも式典式典式典式典、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演、、、、分科会分科会分科会分科会、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢサロンサロンサロンサロン、、、、物産展物産展物産展物産展、、、、大懇親会大懇親会大懇親会大懇親会とととと全全全全てにごてにごてにごてにご参加参加参加参加

いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。 

 

14．大会ホームページ     

http://icci.or.jp/chublo/summary.html 

 

15．大会事務局 

中国ブロック大会岩国大会事務局 

  〒 740-8639 山口県岩国市今津町１－１８－１（岩国商工会議所内） 

ＴＥＬ：０８２７－２１－４２０１  ＦＡＸ：０８２７－２１－４６４６ 

E-mail：yeg@icci.or.jp 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．大会大会大会大会プログラムプログラムプログラムプログラム（予定） 

 

１．記念式典 

（１） 開会宣言 

（２） 国歌「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） 主催代表挨拶 

     中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 中村 義行 

     日本商工会議所青年部        会長 阿部 賀寿男 

     日本商工会議所           会頭 岡村 正 

（６） 開催地商工会議所青年部代表挨拶 

     岩国商工会議所青年部        会長 袖澗光樹 

（７） 開催地商工会議所会頭挨拶 

     岩国商工会議所           会頭 長野寿 

（８） 来賓挨拶 

     中国経済産業局長    若井 英二  様 

     山口県知事       山本 繁太郎 様 

     岩国市長        福田 良彦  様 

（９） 来賓紹介 

（10）参加青年部紹介および参加日本 YEG役員･専門委員紹介 

（11）中国ブロック大会次期開催地発表 

（12）全国大会について 

（13）全国会長研修会について 

（14）閉会宣言 

 

２．記念講演 

３．分科会 

４．OBサロン 

５．物産展 

６．大懇親会 

 

＊内容スケジュールは変更する場合がございますのでご了承ください。 
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≪ご登録方法≫ 

１．日本ＹＥＧ大会登録システム（ http://yeg.ez-system.jp/ ）より、単会事務局経由でお申し込み

ください。 

 ※ＯＢの皆様は登録時、役職欄に『ＯＢ』の表示をよろしくお願いします。 

 

２．登録料 

日時 内容 金額 

会 長 会 議 登 録 料 10,000円 

昼 食 代 1,000円 

 

9月 6日（金） 

二 次 会 参 加 費 5,000円 

ブ ロ ッ ク 大 会 登 録 料 10,000円 

二 次 会 参 加 費 5,000円 

 

9月 7日（土） 

  

 

３．登録締切 平成 25年 8月 9日（金） 

 

４．支払方法 

  後日、所属単会事務局に請求書を送付いたしますので、所定の口座へお振込みください。 

  尚、二次会参加費は当日、現地にて集金させていただきます。 

 

５．ご宿泊について 

  同封の宿泊申込書にご記入の上、㈱日本旅行岩国支店にお申込み下さい。 

 

【会場地図及び写真】 
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岩国市市民会館外観    岩国市市民会館大ホール 

 

 

 

岩国市総合体育館外観 

 

 

岩国市総合体育館アリーナ 
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