
第 50回大都市青年経営者交流研究大会大阪大会「感謝・継続・絆」開催概要 

1. 目 的   

全国7都市の青年経営者が一同に会し、日ごろの研究・活動の成果を披露し、互いに学びあうととも

に会員相互の連携と親睦を深め、経営者としての資質の向上･発展を遂げることを目的に開催する。 

本年は 50 回の記念すべき大会として、「感謝・継続・絆」を開催テーマに、50 年の歴史を振り返り

つつ、先人たちへの感謝を忘れず、今回までの継続に対して敬意を表すとともに、今までの、そして今

後の絆を私たち青年経営者の大きな財産とすることとして、決意も新たに開催する。 

2. 大会内容 

(1)  参加団体  ① (一社)神戸市機械金属工業会 青年経営研究会 

② (一社)横浜市工業会連合会 横浜青年経営者会 

   ③ 小田原二世会 

   ④ 名古屋中小企業振興会 青年経営研究会 

   ⑤ 京都市青年経営者研究会 

   ⑥ 川崎市青年工業経営研究会 

   ⑦ 大阪市青年経営者連合会 

(2)  日  程  平成26年11月7日（金）～8日（土） 

(3)  会  場       ヒルトン大阪   5階 桜の間 

      〒530-0001 大阪市北区梅田1-8-8  ☎06-6347-7111  

                         http://www.hiltonosaka.com/ 

(4)  参加予定人数   300名 

(5)  大会内容    第1日目  11月7日（金） 

           第1部  研究会          13：00～16：30 

基調講演  講師：青山繁晴氏  

(株)独立総合研究所 代表取締役社長 

演題：「今、若き経営者に求められる素質とは(仮)」 

                   パネルディスカッション（予定） 

           第2部   ビジネス交流フォーラム  16：30～19：30 

           第3部  交流懇親会        17：00～19：30 

                      第4部  二次会 ナイトツアー   20：30～ 

         第2日目  11月8日（土） 

           第5部  エキスカーション（3コースからお選びください。） 

A:「天下人太閤秀吉の居城・大阪城と河内ワイナリー（ワインに 

合うお食事付き）を巡る旅」 

B:「日本一！のパワースポットを巡る！！ ～日本最古の寺院！ 

  日本一の超高層ビル！日本一の二度漬け禁止！？」 

C:「水陸両用バスで巡る大阪と吉本新喜劇」 

(6)  宿泊場所     メイン宿泊ホテル「ハートンホテル西梅田」 宿泊費シングル：10,800円 

(7)  参 加 費      会員参加登録料：15,000円  (お一人) 

          エキスカーション参加費：5,000円  (お一人) 

         二次会 ナイトツアー：10,000円 (お一人) 

 

http://www.hiltonosaka.com/


大 会 プログラム 

第 1日目  １１月７日（金） 

メイン宿泊ホテル『ハートンホテル西梅田』にご宿泊の皆様は、事前にお荷物をお預けいただきまし 

てから受付をお願いいたします。なお、チェックインは、１４時以降となりますので、懇親会・ナイト 

ツアー終了後にチェックインしていただきます。 

直接会場にお越しの場合は、一旦ヒルトンホテルクロークにてお荷物をお預けいただき、ご自身で 

宿泊ホテルへ移動をお願いいたします。 

会 場：ヒルトン大阪  ５階 「桜の間」 

① 代表者会議          １１：３０～１２：３０   １０階 「平安」 

② 受付・登録開始        １２：３０～         ５階 「桜フォイヤー」 

③ 第一部 「絆」研究大会    １３：００～１６：３０    ５階 「桜園」 

    オープニング映像「５０年の軌跡」 

    主催者挨拶   大阪市青年経営者連合会 会長   宮川靖史 

実行委員会 委員長        音頭克郎 

    基調講演    講師  青山繁晴氏  (株)独立研究所 代表取締役社長 

              演題  「今、若き経営者に求められる素質とは(仮)」 

～ 休憩 ～ 

    パネルディスカッション「各参加都市のリーダーを交えて(仮)」 

    研究大会総括 

④ 第二部 「継続」ビジネス交流フォーラム  １６：３０～１９：３０ ５階 「グラスルーム」 

      プレゼンテーション 、個別面談・商談 

⑤ 第三部 「感謝」交流懇親会  １７：００～１９：３０    ５階 「桜の間」 

    開宴の言葉    実行委員会 副委員長  

    ご来賓紹介 

    来賓ご祝辞    大阪市・ 公益社団法人大阪市工業会連合会会長 

    乾   杯       

    参加団体のご紹介 

    記念品贈呈 

～ 歓談 ～ 

    アトラクション   

次回開催都市へ大会旗引継  神戸市 

    閉会の言葉    実行委員会 副委員長   

⑥ 第四部 「愛」ナイトツアー   ２０：３０～ 

第２日目  １１月８日（土） 

  ⑦ 第五部  エキスカーション 

 

 



第 50回大都市青年経営者交流研究大会大阪大会 基調講演  講師経歴 

 

講師： 株式会社独立総合研究所 代表取締役社長  青 山 繁 晴 氏 

演題： 「今、若き経営者に求められる素質とは（仮）」 

 

プロフィール： 

1952年7月25日生まれ 

慶応義塾大学文学部中退、早稲田大学政治経済学部卒業 

共同通信の経済部記者、政治部記者などを務めた後、三 

菱総合研究所・専門研究員（安全保障・テロ対策・危機 

管理、外交政策、政治、包括的国家戦略立案担当）を経て、 

独立総合研究所（独研）を設立した。  

現在、経済産業大臣の諮問機関である「総合資源エネル 

ギー調査会」の専門委員（エネルギー安全保障、および 

核セキュリティ担当）、防衛省の上級/中級幹部研修講師、 

近畿大学経済学部客員教授（国際関係論）、さらに日本版 

ＮＳＣ（国家安全保障会議）創立の有識者会議議員を兼ね 

ている。 

講義・講演やテレビ、ラジオ番組への参加（出演）、作家活動も行っている。 

専門分野： 

エネルギー安全保障、テロ対策、危機管理、国家安全保障、国際関係論、国家戦略立案 

著 書： 

「アベノミクスガ激論で解けた！」「青山繁晴、反逆の名医と「日本の歯」を問う」「救国超経済外交の

ススメ」「ぼくらの祖国」「王道の日本 覇道の中国 火道の米国」「日中の興亡」「日本国民が決断する

日～東京テロと血の世界再編のなかで～」「世界政府アメリカの「嘘」と「正義」」「平成」「お笑い 日本

の防衛戦略～テロ対策機密情報～テリー伊藤との対談集」 

テレビ・ラジオ： 

関西テレビ系列「スーパーニュース・アンカー」（持ちコーナー：青山のニュースＤＥズバリ！） 

ＲＫＢ毎日放送「インサイト」（持ちコーナー：インサイト・コラム） 

ニッポン放送「ザ・ボイスそこまで言うか！」（木曜日のコメンテーター） 

その他出演多数 

 



 

第50回大都市青年経営者交流研究大会 エキスカーションのご案内 

 

エキスカーションは、下記のとおり大阪を巡る3コースをご用意いたしました。ご自由にお選びいただけ

ます。ご家族でのご参加も歓迎です。 

 

記 

 

日  時： 平成26年11月8日（土） 

集合時間： Ａコース→8時30分 ・ Ｂコース→9時15分 ・ Ｃコース→9時30分 

集合場所： ハートンホテル西梅田1階 ロビー 

参 加 費： 各コースとも5,000円  （子供料金の設定はございません） 

参加募集定員： 各コース40名 

コース概要 

Ａコース：「天下人太閤秀吉の居城・大阪城と河内ワイナリー(ワインに合うお食事付き)をめぐる旅」   

（バス・昼食・入場料込） 

 

 

 

 

 

Ｂコース：「日本一！のパワースポットを巡る！！～日本最古の寺院！日本一の超高層ビル！ 

日本一の二度付け禁止！？～」          （バス・昼食・体験料・入場料込） 

 

 

 

 

 

 

Ｃコース：「水陸両用バスで巡る大阪と吉本新喜劇」  

（水陸両用バス・観劇料金込、昼食は含みません） 

 

 

 

 

 

（※ 各コースとも、諸事情によりコース変更等が生じることもあります。また、時間は目安ですので、 

交通事情により若干前後することもあります。ご了承ください。 

8:30 ハートンホテル西梅田ロビー集合 ⇒ 8:45 分発(バス) ⇒ 9:00 大阪城着 見学 

⇒ 10:30 大阪城発(バス) ⇒ 11:30 河内ワイナリー着 フレンチ昼食・講演・その他自

由見学 ⇒ 14:00 河内ワイナリー発(バス) ⇒ 15:00 JR大阪駅にて解散 

9:15 ハートンホテル西梅田ロビー集合 ⇒ 9:30 分発(バス) ⇒ 10:00 四天王寺着 見

学・座禅体験・絵解き ⇒ 12:15 四天王寺発(バス) ⇒ 12:30 通天閣じゃんじゃん横丁

着 串カツの昼食・散策 ⇒ 14:00 じゃんじゃん横丁発(バス) ⇒ 14:15 アベノハルカ

ス着 展望台へ ⇒ 15:15 アベノハルカス発 ⇒ 15:45 JR大阪駅にて解散 

9:30 ハートンホテル西梅田ロビー集合 ⇒ 9:45 発(水陸両用バス) ⇒ 大阪市内観光 

⇒ 11:00 道頓堀着 大阪粉モン文化を！（各自昼食と散策） ⇒ 12:30 なんばグランド

花月集合 ⇒ 12:45 吉本新喜劇観劇 ⇒ 14:30 地下鉄なんば駅にて解散  


