
平成 25年 12月吉日 
 
京都府商工会議所青年部連合会 
会 員 各 位 

 
京都府商工会議所青年部連合会 

会  長 眞下 英夫 
研修委員会委員長 川向 一豪 
広報委員会委員長 戸田 恒也 

 

アーカイブ事業・全国大会ＰＲビデオ上映について 

「Go For It ～その一歩を踏出せ～」 

 

さて、この度は今年度府青連テーマ「Go For It ～その一歩を踏出せ～」のもと、広報委員会・研修委員会

の合同事業、「アーカイブ事業」を実施いたします！ 

「アーカイブ」とは、重要な記録を保存・活用し、さらには未来へ伝達していくことを意味します。 

京都ＹＥＧの京都事業と合体して、平成２５年度京都府青連の活動を振り返り、より府青連活動の理解を深

め、想いを共有することで、来るべき平成２６年度全国大会京都大会に向かって決起し、府青連全体でその一

歩を踏み出しましょう！ 

 

記 

【日  時】 

平成２６年２月１日（土）２０：３０～（京都事業「京都愛」懇親会にて） 

 

【内  容】 

１．本年度の京都府青連活動を振り返るビデオの上映 

２．本年度テーマの Go For It ～その一歩を踏出せ～を表現できるアトラクション  

３．平成２６年度 全国大会京都大会のＰＲビデオ上映  

及び 全国大会京都大会ＰＲ初公開 

以上 

 

※本件に関するお問い合わせは・・・京都府商工会議所青年部連合会  

研修委員会委員長 川向 一豪 090-9703-6672 

  

            京都府商工会議所青年部連合会  

広報委員会委員長 戸田 恒也 090-5168-1290 



「アーカイブ事業・全国大会ＰＲビデオ上映」のご案内 

 

この度は、『京都事業』懇親会の貴重なお時間を一部お借りして、 

「アーカイブ事業・全国大会ＰＲビデオ上映」を実施させていただきます。 

 

 

「アーカイブ」とは・・・ 

 

重要な記録を保存・活用し、さらには未来へ伝達していくことを意味します。 

 

 

 

 

平成２５年度京都府青連の活動を振り返り、より府青連活動の理解を深め、 

 

想いを共有することで、来るべき平成２６年度全国大会京都大会の成功に向かって、 

 

京都府青連会員全員でその一歩を踏出すため、本事業を開催します。 

 

 

 

 

 

■ 本年度の京都府連活動を振り返るビデオの上映 

 

■ 本年度テーマ GO For It ～その一歩を踏出せ～ 

             を表現できるアトラクション 

 

■ 全国大会京都大会の PR ビデオ上映 

 

 及び  全国大会京都大会のＰＲ初公開 

研修委員会委員長 川向 一豪 

０９０－９７０３－６６７２ 

広報委員会委員長 戸田 恒也 

０９０－５１６８－１２９０ 



平成 25 年 11 月吉日 
京都府商工会議所青年部連合会 
会員各位 

京都府商工会議所青年部連合会 
会  長 眞下 英夫 
京都商工会議所青年部 
会  長 太田 靖彦 

京都府商工会議所青年部連合会 若手後継者等育成事業 

京都事業「京都愛」 のご案内 

 
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は本青年部活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、京都商工会議所青年部では今年度会長テーマ「YEG Spirits～京都に熱い情熱を傾けよう！～」の

もと、我々青年経済人がもっと京都を知り、京都を愛し、今後の京都の発展につなぐべく、京都事業を

開催いたします。 
この事業では、「観光」「食」「産業」の分科会を通して、培われた伝統・新しい技術等、多面的な京都

の根底にあるものを感じていただきます。 
ご多用中のところ申し訳ありませんが、府青連メンバーとより交流を深め、意見を出し合い、全国大

会に向かっての次の一歩を踏み出せるよう、お誘いあわせの上多数ご参加頂きますようよろしくお願い

申し上げます。 
敬具 

 
記 

１．日  時 平成 26 年２月１日（土） 
  開  会  １３：３０（受付開始 １３：００） 
  分 科 会  １４：１５～１８：００  
  懇 親 会  １８：３０  
  閉  会  ２１：００ 
２．場  所  開会・分科会集合場所 京都商工会議所 
  懇親会 リーガロイヤルホテル京都 ２階「春秋の間」 
３．会費 ９，０００円 （当日拝受） 
 
※分科会のみ、懇親会のみの参加の場合も返金はございません。 
※ 各分科会には定員がありますので、希望通りの分科会に参加いただけない場合がございます。 
※懇親会ではアルコール類の提供がありますので、お車でのご来場はご遠慮ください。 

※出欠のご返信は１月１０日（金）までにお願いいたします。 

※１月２０日以降のキャンセルは、キャンセル料として会費相当額を申し受けます。 
 
※本件連絡先 京都商工会議所青年部 ひとつ屋根の下部会 津田 智弘 090-7886-9596 

以上 



京都府商工会議所青年部連合会 若手後継者等育成事業 

京都事業「京都愛」 

ご登録用紙 
 
貴青年部：      商工会議所青年部 
 

氏  名 
セレモニー 

分科会 
懇親会 第１希望分科会 第２希望分科会 備考 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 

産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 

産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 
産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 B 

産業 A・産業 B 

食・観光 B 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 
産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 

産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 
産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 

産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 
産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 

産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 出・欠 出・欠 
産業 A・産業 B 

食・観光 
産業 A・産業 B 

食・観光 
 

 
【合計登録人数】 分科会   名   懇親会   名 
【ご返信先】京都商工会議所青年部 事務局 （担当：田原） 

TEL 075-212-6461 FAX 075-256-9743 
（注）ご登録人数が多い場合は、この用紙をコピーしてお使いください 



平成26年2月1日（土）

第一部（オープニングセレモニー：京都商工会議所にて）

13:00 受付

13:30 開会（ＹＥＧ宣言）

13:31 「商工会議所青年部の歌」斉唱

13:33 商工会議所青年部「綱領」朗読・「指針」唱和

13:34 京都YEG　太田会長　挨拶

13:39 府青連　眞下会長　挨拶

13:44 京都YEG　津田初代会長よりお言葉

13:55 趣旨説明、終了後各分科会へ移動開始

第二部（分科会：各会場にて）

第1分科会「産業」 第2分科会「食」 第3分科会「観光」

14:15 講演会開始
商工会議所　発
バスで移動 14:15

14:20
商工会議所　発
バスで移動 14:20

14:35 知恩院　着 14:35

14:45 開会 14:45

14:50 光華女子大学着、移動 14:50

15:00 講演会開始 15:00

15:05 トークディスカッション開始 15:05

15:15
講演会終了

終了後バスにて出発 15:15

15:30 お茶席披露 15:30

15:55 イオリカフェ、白鳩到着
トークディスカッション終了

その後移動 15:55

16:00 社内見学開始 「京のおもてなし」開始 16:00

16:15 試作、試食、まとめ 16:15

17:00 17:00

17:15
試作、試食、まとめ終了

タクシーにて移動 17:15

17:30
社内見学終了
バスにて移動

「京のおもてなし」終了
バスにて移動 17:30

18:00までに 18:00までに

第三部（懇親会：リーガロイヤルホテル京都にて）

18:30 開宴

18:31 京都YEG　太田会長　挨拶

18:35 乾杯

20:00 京都事業（3分科会）のまとめ

20:30 全国大会PRビデオお披露目

20:55 閉会挨拶

21:00 閉会

リーガロイヤルホテル京都　到着

京都事業総合タイムスケジュール

☆バスの使い方は 
 
【1号車、2号車】 
商工会議所→知恩院→商工会議所→産業分科会
に同行 
 
【3号車、4号車】 
商工会議所→光華女子大学→知恩院→リーガロイ
ヤルホテル 
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