
 

 

 

プログラム 

平成 27 年 9 月 18 日(金)諸会議・前泊者懇親会 

○会場／石巻グランドホテル   宮城県石巻市千石町 2-10 TEL 0225-93-8111 

    石巻魚市場      宮城県石巻市魚町 2-14  TEL 0225-23-8121 

6:00～ 8:00 第 0 分科会 石巻魚市場見学 石巻魚市場 

9:00～ 9:50 東北ブロック執行部会議 石巻グランドホテル 

10:00～11:20 東北ブロック各委員会 石巻グランドホテル 

11:30～13:20 東北ブロック役員会 石巻グランドホテル 

13:30～14:20 東北ブロック臨時総会 石巻グランドホテル 

14:30～17:30 秋の会長会議 石巻グランドホテル 

18:00～20:00 前泊者懇親会 石巻グランドホテル 

20:15～ 二次会 石巻繁華街 

注)会議等の時間帯については、日本 YEG 及び東北ブロック YEG の意向により変更になる場合もあります。 

 

平成 27 年 9 月 19 日(土) 記念式典・震災復興フォーラム・分科会・OB サロン・大懇親会 

○会場／石巻専修大学 体育館 宮城県石巻市南境字新水戸 1  TEL 0225-22-7711 

    宮城県慶長使節船ミュージアム（愛称：サン・ファン館） 

宮城県石巻市渡波字大森 30-2 TEL 0225-24-2210 

09:00～ 受付開始 石巻専修大学 体育館 

09:45～11:45 記念式典 石巻専修大学 体育館 

12:30～14:00 震災復興フォーラムｉｎ石巻 石巻専修大学 体育館 

14:30～16:30 第 1 分科会 マンガッタン Maki²AWARD 石巻専修大学 森口記念館 

14:30～17:00 第 2 分科会 水産業の復活 石巻専修大学 教室 

14:30～17:30 第 3 分科会 石巻市内視察 石巻市内～サン・ファンパーク 

14:30～17:30 第 4 分科会 すし握り体験 石巻市内～サン・ファンパーク 

18:00～20:00 大懇親会 サン・ファンパーク 

11:00～14:00 ＯＢサロン 石巻専修大学 構内 

11:00～14:00 物産展 石巻専修大学 構内 

 

震災復興フォーラム 東北未来塾 ～災害時のつながりと連携を形に～  9/19（土） 
近年、世界的に想定外の自然災害が発生しており、日本においてもいつ、どの地域で災害が起きても

おかしくはない。東日本大震災から 4年が経過した今、この災害から得た教訓を、地域や団体の枠を

超えて、どのように連携していくべきか考える場を設ける。具体的には、2部構成とし、第 1部では、

昨今 8月に起きた福知山水害の際、ＹＥＧとＪＣが地域や組織を超えて、復興支援を行った事例発表。

第 2部では、青年経済 4団体それぞれの東北ブロック（地区）会長によるパネルディスカッションを

行う。 

第 1部【事例発表】12：30～12：55 

講 師：山中俊成 氏（京都府連代表理事・京都ＹＥＧ） 

テーマ：福知山市における集中豪雨被害に伴う支援活動報告 

第 2部【パネルディスカッション】13：00～14：00 

    テーマ：組織、地域を超えた連帯 

    モデレータ：日本商工会議所青年部会長 伴 靖 

    パネリスト：青年経済 4団体それぞれの東北ブロック(地区)代表 



 

分 科 会  9/18(金)・9/19(土) 

第 0 分科会「石巻魚市場見学」9/18(金)6：00～8：00 

募集定員：1名～20 名 

東日本大震災で被災したまちのシンボルとも言える石巻魚市場は、震災 4カ月後の 2011

年 7 月に仮設市場で競りを再開しましたが、現在も震災前に比べ数量で約 7割、金額ベー

スは 8割程度の回復にとどまっております。再建する新しい魚市場は規模では S造平屋一

部 4階建て延べ 4万 7498 ㎡。上屋根の長さは日本一だった旧施設の 1.4 倍となる 880ｍ

で世界一の規模になります。完成は 2015 年 6 月。須能社長より場内を説明いただきなが

ら、世界一の魚市場で水揚げの様子などを見学していただき、魚市場内食堂で新鮮な海の

幸の朝ご飯を食べていただきます。 

第 1 分科会「マンガッタン Ｍａｋｉ² ＡＷＡＲＤ」9/19(土)14：30～16：30 

募集定員：450 名 

東北ブロック内のＹＥＧがはじめた事業で今後も継続予定のある事業を各県 1事業選択

していただき、その単会の代表者によってプレゼン後、投票。各賞を決定し、表彰式を行

います。 

マンガッタン Ｍａｋｉ² ＡＷＡＲＤグランプリはどの単会の手に!? 

第 2 分科会「水産業の復活」9/19(土)14：30～17：00 

募集定員：300 名 

日本の水産業がおかれている現状と今後について、経済学的見地から考えていただきます。 

現状と課題、そして未来について基調講演をいただき、漁師・漁船・水産加工業・調理師

の方とのディスカッションを通してこれからの水産業について考察していきます。 

【基調講演】 

講 師：東京海洋大学 准教授 勝川俊雄（かつかわ としお）氏 

テーマ：水産業で地方創生 

【パネルディスカッション】 

テーマ：水産業の現状、そして未来 

ファシリテーター：東京海洋大学 准教授 勝川俊雄 氏 

パネラー：漁業者、流通業者、飲食店経営者 

第 3 分科会「石巻市内視察」9/19(土)14：30～17：30 

募集定員：150 名 

石巻市内の被災場所や名所を視察していただきます。大懇親会の会場であるサン・ファン

パークを終着としバスでめぐっていただきます。 

サン・ファンパークでは、約 400 年前に伊達政宗の銘を受けて出航したサンファンバウテ

ィスタ号の復元船に乗船いただくとともに、体験シアターで当時の船旅の様子を体験して

いただきます。 

第 4 分科会「すし握り体験」9/19(土)14：30～17：30 

募集定員：30 名 

石巻市内の被災場所や名所を視察していただきます。大懇親会の会場であるサン・ファン

パークを終着としバスでめぐっていただきます。 

サン・ファンパークでは、寿司握りを体験していただきます。寿司職人の指導をいただき

ながら自分の手で寿司を握っていただき、自分で握った寿司と寿司職人が握った寿司を食

べ比べていただきます。 

 

 



 

昼食及び物産展  9/19(土) 11：00～14：00 
メイン会場の石巻専修大学構内にて石巻商工会議所有志・宮城県連有志単会による昼食と、物産

の販売。昼食はバイキング形式にて提供。入場料：1,000 円 

 

ＯＢサロン  9/19(土) 11：00～14：00 
くつろげて楽しめる空間、思い出話に花を咲かせていただけるような安らぎを感じていただける

場を設けます。 

 

大懇親会  9/19(土) 18：00～22：00 
サン・ファンパークにて石巻自慢の食材をご用意してお待ちしております。 

 

エクスカーション  9/20(日) 

①石巻ＹＥＧ会長杯釣り大会 ＊募集定員：20 名 ＊場所：石巻湾 

石巻は、世界３大漁場の一つ三陸・金華山沖のふもとの町であり、親潮(寒流)と黒潮(暖流)が

ぶつかる潮目であることに加え、三陸沿岸に連なるリアス式海岸や多くの島々の点在が魚の絶

好の住処となるため、非常に豊富な種類の魚介類が水揚げされます。 

そんな石巻で今回はヒラメ釣りをメインに船釣りを思う存分楽しんでいただきます。 

＊参加費：12,000 円（エサ代・昼食費込）※昼食は石巻ＹＥＧ主催ＢＢＱ大会に合流 

≪スケジュール≫ 

5：00 現地集合（渡波漁港） 12：00 昼 食（④ＢＢＱ大会） 

5：05 出 船 

11：45 帰港・計量（随時） 14：00 現地解散 

②石巻ＹＥＧ会長杯ゴルフ大会  ＊募集定員：24 名 ＊場所：松島チサンカントリークラブ 

年齢も性別も異なる仲間が一緒になって楽しむことが出来るスポーツとしてゴルフは魅力的

です。集ったメンバーで親睦を図っていただき、東北ブロック大会の最後を存分に楽しんでい

ただきます。 

＊参加費：3,000 円／＊プレー代：実費 

≪スケジュール≫ 

8：30 現地集合 15：00 表彰式 

9：00 始球式・プレースタート 15：30 現地解散 

③被災地視察  ＊募集定員：50 名 ＊場所：石巻市内～女川町内 

時間の経過と共に被災地に対する情報は少なくなっておりますが、まだ課題は山積しています。

住居の再建、産業の再生、人口流失など、報道では見えない現状を視察していただきます。 

＊参加費：4,000 円（昼食費込）※昼食は石巻ＹＥＧ主催ＢＢＱ大会に合流 

≪スケジュール≫ 

8：50 集 合 12：00 昼 食（④ＢＢＱ大会） 

9：00 出 発 14：00 解 散 

④石巻ＹＥＧ主催バーベキュー大会  12：00～14：00 

＊募集定員：30 名 ＊場所：ロングビーチハウス（石巻市渡波字浜曽根の壱 47-1） 

第 34 回東北ブロック大会みやぎ石巻ＳＴＡＧＥの最後に多くの仲間と最後の懇親を深める機

会を設けさせていただきます。食材は石巻近海の魚介類をメインとして、釣りと被災地視察に

参加した皆様も合流していただき盛大に開催させていただきます。 

＊参加費：3,000 円（昼食費） 

 


