
 

 

平成 24年度事業報告 

 

運営事業 

１.総会、理事会の開催 
(1)通常総会（平成 24年 9月 6日開催  会場：勝山館） 

    第１号議案 平成 23年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

    第２号議案 平成 24年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

    第３号議案 任期満了による理事・監事の選任について 
 

(2)理事会 

・第１回（平成 24年 9月 6日開催  会場：勝山館） 

     第１号議案 新入会員の承認について 

    第２号議案 平成 23年度事業報告（案）及び収支決算（案） 

    第３号議案 平成 24年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

    第４号議案 任期満了による理事・監事の選任について 
 
・第２回（平成 24年 9月 6日開催  会場：勝山館） 

    第１号議案 役付き役員の選任について 
 
・第３回（平成 25年 1月 29日開催  会場：勝山館） 

    第１号議案 新入会員の承認について 

    第２号議案 一般社団法人移行について 

 

２.委員会活動 
(1)運営委員会 

 ・第１回（平成 24年 7月 20日開催） 

     議事：新入会員承認、ブロック交流会について、各県支部活動 
 
 ・第２回（平成 24年 8月 30日開催） 

    議事：新入会員の承認、平成 23年度事業報告（案）、収支決算（案）、平成 24年度事業計画（案）、 

収支予算（案） 、ブロック交流会について、各県支部活動 
 

 ・第３回（平成 24年 10月 26日開催） 

    議事：新入会員の承認、県単位協議会設立についての意見交換、ＴＮＢ広報誌作成について、 

各県支部活動 
 

 ・第４回（平成 24年 12月 14日開催） 

    議事：新入会員の承認、県単位協議会設立についての意見交換、ＴＮＢ広報誌作成について、 

各県支部活動 
 

 ・第５回（平成 25年 1月 24日開催） 

    議事：新入会員の承認、H24年度収支状況について、県単位協議会設立についての意見交換、 

次回ブロック交流会について 
 

・第６回（平成 25年 3月 22日開催） 

    議事：新入会員の承認、、県単位協議会設立についての意見交換、次回ブロック交流会について 
 
・第７回（平成 25年 5月 24日開催） 

    議事：新入会員の承認、、県単位協議会設立についての意見交換、次回ブロック交流会について 

 

３.インターネット等の活用による会員並びに協議会の情報提供の強化 
 ・メールマガジンによる情報発信（会員情報及びＴＮＢ各種活動内容など） 25件 



 

会員活動支援事業 

４.「ビジネスマッチ東北 2012秋」の開催 
  開催日：平成 24年 11月 8日（木）   会場：夢メッセみやぎ   来場者数：6,714人 

  主催：（社）東北ニュービジネス協議会、（社）東北地区信用金庫協会、（社）東北経済連合会、東経連ビジ

ネスセンター、（財）みやび産業交流センター 

  共催：みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業実行委員会、東北地区しんきん経営者協議会、新潟ニュービジネス協 

議会 

  協力：東北六県商工会議所連合会、仙台商工会議所 

  ＜ビジネス展示会＞  出展企業数：393団体 379ブース 

 

５.各県支部の事業推進と連携・交流の推進 
 ＜あおもり支部＞ 

  ①支部総会、第 19回講演会（平成 24年 8月 21日開催 会場：八戸パークホテル） 

    総会議事 第１号議案 平成 23年度事業報告及び収支決算報告承認の件 

           第２号議案 平成 24年度事業計画及び収支予算（案）承認の件 

    記念講演「悲観的に考え、楽観的に行動する～東日本大震災 応急仮設住宅建設と復興支援活動～」 

           講師：セルコホーム㈱ 代表取締役社長 新本 恭雄 氏 
 
  ②第 20回講演会（平成 25年 3月 4日開催 会場：八戸パークホテル） 

    記念講演「農業経営者からみた六次産業化」  

講師：㈱舞台ファーム 代表取締役社長 針生 信夫 氏 
 
 ＜あきた支部＞ 

  ①支部交流会（平成 24年 12月 13日開催 会場：ル・ポールみずほ） 

    記念講演「秋田発信 観光と食文化」  

           講師：東日本旅客鉄道㈱ 執行役員秋田支社長 淺見 郁樹 氏 
 
  ②支部交流会（平成 25年 2月 16日開催  会場：秋田市民交流ﾌﾟﾗｻﾞＡＬＶＥ） 

    記念講演「スポーツによる地域の活性化」 

           講師：（公社）日本ニュービジネス協議会連合会 会長 

              ＮＳＧグループ代表 学校法人新潟総合学園  総長・理事長 池田 弘 氏 

    パネルディスカッション「スポーツ・観光・文化」 

           ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：ＮＳＧグループ代表 学校法人新潟総合学園 総長・理事長  池田 弘 氏 

           パネラー：秋田プロバスケットボールクラブ㈱ 代表取締役社長 水野 勇気 氏 

                 秋田フットボールクラブ㈱ 代表取締役社長 岩瀬 浩介 氏 

                 ㈱秋田魁新報社  報道部次長 椎名 博樹 氏 
 
  ③支部交流会（平成 25年 6月 19日開催 会場：イヤタカ） 

    記念講演「特定複合観光施設とは」 

           講師：大阪商業大学  学長 谷岡 一郎 氏 

    情報提供「秋田におけるこれまでの活動」 イーストベガス推進協議会 会長 長谷川 敦 氏 

         「秋田におけるこれからの活動」秋田商工会議所ＩＲ法案専門委員会 委員長 佐野 元彦 氏 
  
＜いわて支部＞ 

  ①支部総会（平成 24年 8月 28日開催  会場：マリオス） 

     総会議事 第１号議案 平成 23年度事業報告並びに収支決算承認の件 

            第２号議案 平成 24年度事業計画並びに収支予算（案）承認の件 

     記念講演「小さな活動がビジネスになる～ネットワークオレンジの軌跡～」 

            講師：特定非営利活動法人ネットワークオレンジ 代表理事 小野寺 美厚 氏 
 
  ②支部交流会（平成 24年 12月 18日開催 会場：マリオス） 

     記念講演「GEのリーダーシップ ～成長し続けるための人材戦略～」 

            講師：日本 GE㈱  人事本部長 荒木 克哉 氏  
 



 

  ③支部交流会（平成 25年 3月 18日開催 会場：マリオス） 

     記念講演「フランスから学ぶ企業経営のコツ」 

            講師：日本銀行 盛岡事務所所長 大山 陽久 氏 
 
 ＜山形県支部＞ 

  ①支部総会、第 25回やまがたニュービジネス経営塾（平成 24年 9月 4日開催 会場：霞城セントラル） 

     総会議事 １．平成 23年度事業実績について 

            ２．平成 23年度決算及び監査報告について 

            ３．平成 24年度事業計画について 

            ４．平成 24年度事業収支予算について 

            ５．規約の改正について 

     経営塾 「わが社の事業展開 ～海外進出して思うこと～」 

           講師：後藤電子㈱ 代表取締役社長 後藤 芳英 氏 
 
  ②第 26回やまがたニュービジネス経営塾（平成 24年 11月 1日開催 会場：ホテルメトロポリタン山形） 

     経営塾 「香港・中国におけるビジネスの考え方 －香港貿易を通じて身に着けたことと将来の展望－」 

           講師：フェニックスグループ会長 香港和僑会会長 荻野 正明 氏 
 
  ③第27回やまがたニュービジネス経営塾、賀詞交歓会（平成25年1月31日開催 会場：霞城セントラル） 

     経営塾 「日本の 21世紀の産業の再構築よベンチャー」 

           講師：ウエルインベステメント㈱ 取締役会長  

早稲田大学 名誉教授商学博士 松田 修一 氏 

 

  ④第 28回やまがたニュービジネス経営塾（平成 25年 3月 4日開催 会場：ホテルメトロポリタン山形） 

       経営塾 「長寿企業とイノベーション」 

           講師：信金中央金庫 地域・中小企業研究所長  

               昭和女子大学 理事長 平尾 光司 氏 
 
 ＜ふくしま支部＞ 

   ①第７回総会並びに第 27回会員交流会（平成 24年 8月 21日開催 会場：サンパレス福島）  

     総会議事 第１号議案 第７期事業報告並びに決算報告 

            第２号議案 第８期事業計画並びに予算案 

     記念講演「経営者の志が地域を育てる」 

            講師：ＮＳＧグループ代表 学校法人新潟総合学園 総長・理事長   

（公社）日本ニュービジネス協議連合会 会長 池田 弘 氏 
 

   ②第 28回会員交流会（平成 24年 11月 27日開催 会場：サンパレス福島） 

     記念講演「株式上場への歩み ～こころネットグループの挑戦～」 

            講師：こころネット㈱ 代表取締役会長 菅野 松一 氏 
 
   ③新春賀詞交歓会へ支部全体参加と会員交流会（平成 25年 1月 29日開催 ） 
 
   ④第 28回会員交流会（平成 25年 6月 4日開催 会場：郡山ビューホテルアネックス） 

     記念講演「被災地の復興支援とニュービジネス」 

            講師：（社）東北ニュービジネス協議会 会長 

                アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 
 

会員交流事業 

６.会員相互交流活動の強化 
◆(社)東北ニュービジネス協議会(TNB)関連 

(1)定例会の開催 

・第１回（平成 24年 9月 6日開催  会場：勝山館） 

  講演「スポーツカルチャーシティの創造を目指して」  

  講師：㈱ベガルタ仙台  代表取締役社長 白幡 洋一 氏 



 

・第２回（平成 24年 10月 19日開催  会場：アイリス青葉ビル） 

  『農業のイノベーションのために』 

  第１部＜講演＞ 

  「復旧・復興・新興」～日本の農業のみちさきを示す 

  講師：㈱舞台ファーム  代表取締役 針生 信夫 氏 

  「儲かる農業へシフト！人とＩＴがつくる農のイノベーション『ベジプロバイダー』」 

  講師：㈱エムスクエア・ラボ  代表取締役 加藤 百合子 氏 
 
  第２部＜パネルディスカッション＞ 

  「農業のイノベーションに必要なものは何か」 

  コーディネーター：㈱プロジェクト地域活性  代表取締役社長 望月 孝 氏 

  パネラー：㈱舞台ファーム  代表取締役 針生 信夫 氏 

        ㈱エムスクエア・ラボ  代表取締役 加藤 百合子 氏 
 
・第３回（平成 25年 1月 29日開催  会場：勝山館） 

  講演「夢は必ず実現する」  

  講師：㈱やずや  代表取締役会長 矢頭 美世子 氏 
 
・第４回（平成 25年 2月 16日開催  会場：秋田交流プラザ） 

  「スポーツによる地域の活性」    

第１部＜講演＞ 

講師：（公社）日本ニュービジネス協議会連合会 会長 

 ＮＳＧグループ代表 学校法人新潟総合学園 総長・理事長  池田 弘 氏 

   第２部＜パネルディスカッション＞ 

    「スポーツ・観光・文化」 

    コーディネーター：ＮＳＧグループ代表 学校法人新潟総合学園 総長・理事長  池田 弘 氏 

    パネラー：秋田プロバスケットボールクラブ㈱ 代表取締役社長 水野 勇気 氏 

          秋田フットボールクラブ㈱ 代表取締役社長 岩瀬 浩介 氏 

          ㈱秋田魁新報社  報道部次長 椎名 博樹 氏 
 

(2)トークインサロンの開催 

・第１回（平成 24年 8月 10日開催）  

  「復興大学 学都コンソーシアム」 

  講師：アシスタントコーディネーター  菅原  玲 氏 
 
・第２回（平成 24年 11月 13日開催）  

  「ＮＰＯ法人農家のこせがれネットワーク 2011年度活動報告」 

  講師：ＮＰＯ法人農家のこせがれネットワーク  代表理事 宮治 勇輔 氏 

      ＮＰＯ法人農家のこせがれネットワーク  代表理事 脇坂 真史 氏 
 
・第３回（平成 25年 2月 1日開催） 

  「直球勝負の会社のつくり方」 

  講師：ライフネット生命保険㈱  代表理事社長 出口 治明 氏 
 
・第４回（平成 25年 2月 7日開催） 

  「地域の零細企業が行う経営と町おこし」 

  講師：世嬉の一酒造㈱  代表取締役社長 佐藤  航 氏 
 
・第５回（平成 25年 3月 15日開催） 

  「貞山運河の魅力再発見と利活用の提言」 

  講師：㈱東日本リサーチセンター  代表取締役 佐藤 彰男 氏 
 
・第６回（平成 25年 4月 12日開催） 

  「ドイツに学ぶ健康のためのスポーツクラブについて」 

  講師：前宮城県サッカー協会会長 （社）塩釜フットボールクラブ 理事長 小幡 忠義 氏 
 



 

・第７回（平成 25年 5月 24日開催） 

  「ソーシャルビジネスと地域戦略」 

  講師：ハリウコミュニケーションズ㈱  代表取締役社長  針生 英一 氏 

 

(3)2012ＴＮＢ東北６県ブロック交流会の開催 

 平成 24年 9月 21日～22日開催  会場：ホテル古窯（山形県上山市） 

   ＜企業視察会＞ ㈱シベール、㈱でん六 

    ＜講演会＞ 「復興の現状と提言」 

            講師：（社）東北ニュービジネス協議会 会長 

                アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長  大山 健太郎 氏 

   ＜大交流会＞、＜ゴルフコンペ＞、＜観光＞ 

 

(4)新春賀詞交歓会の開催 

  ・2013新春賀詞交歓会（平成 25年 1月 29日開催  会場：勝山館） 

   ＜記念講演会＞ 「夢は必ず実現する」  

              講師：㈱やずや  代表取締役会長 矢頭 美世子 氏 

＜第 19回東北ニュービジネス大賞表彰制度 表彰式＞、＜賀詞交歓会＞ 

 

◆(社)日本ニュービジネス協議会連合会(JNB)関連 

 (1)第 8回新事業創出全国フォーラムｉｎ長野の開催 

開催日：平成 24年 10月 16日  会場：軽井沢プリンスホテル  

   ＜日本新事業創出大賞発表・表彰式＞ 

＜特別講演＞「潮流事激変時代の起業家的視点」 

         講師：東京大学 名誉教授 月尾 嘉男 氏 

＜パネルディスカッション・文科会＞、＜懇親会＞ 

  

７.研究部会活動 
 ①流通ビジネス研究部会（部会長：㈲エスケーシー 代表取締役社長 羽田野昌弘 氏） 

 ②地域観光資源の有効活用研究部会（副部会長：㈱仙台バンケットクリエイション 代表取締役社長 清水美

奈子 氏） 

 ③会員交流部会（部会長：㈱プロジェクト地域活性 代表取締役社長 望月 孝 氏、日東通信㈱ 代表取締

役社長 高橋進太郎 氏） 

 ④ビジネスマッチング部会（部会長：千葉儀憲 氏） 

 ⑤日本酒を楽しむ研究部会（部会長：㈱浜千鳥 代表取締役社長 新里 進 氏） 

 ⑥温泉研究部会（部会長：㈱ホテル佐勘 代表取締役社長 佐藤勘三郎 氏） 

 ⑦海洋ニュービジネス部会（部会長：東北大学名誉教授 宮崎正俊 氏） 

 ⑧経営研究部会（部会長：㈱経営再構築プラン 代表取締役社長 小山久義 氏） 

 ⑨食品産業・アグリビジネス部会（部会長：ビジネスみらい 21 代表 佐藤元彦 氏） 

 ⑩ソリューション部会（部会長：（一社）ヒューマン・ネットワーク仙台 代表理事 鈴木平一 氏） 

 ⑪デザイン部会（部会長：アイリスオーヤマ㈱ 佐藤耕平 氏） 

 ⑫６次産業化部会（部会長：㈱舞台ファーム 代表取締役社長 針生信夫 氏） 

 

８.国内外の企業視察・見学会の実施 
 ①企業視察会（平成 24年 9月 21日開催）  

   視察先：㈱シベール、㈱でん六  ※2012ＴＮＢ東北６県ブロック交流会 

 

 

 

 



 

 表彰事業                                                     

９.第 19回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 
 募集期間：平成 24年 11月～12月 

 審査期間：平成 24年 12月～平成 25年 1月 

 発 表：平成 25年 1月 

 表 彰 式：東北ニュービジネス協議会新春賀詞交歓会席上（平成 25年 1月 29日） 

 受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

            株式会社舞台ファーム  代表取締役社長 針生 信夫 氏（宮城県仙台市） 

          ＜ソーシャルアントレプレナー大賞＞ 

         株式会社 Gｒｏｗｔｈ  代表取締役 須藤 勝利 氏（青森県三沢市） 

          ＜奨励賞＞ 

         株式会社機能性ペプチド研究所 代表取締役社長 鈴木 俊幸 氏（山形県東根市） 

         葛巻林業株式会社  代表取締役社長 遠藤 保仁 氏（岩手県盛岡市） 

 

 

 東北未来創造イニシアティブ事業                                                     

10.内閣府「復興支援型地域社会雇用創造事業」による起業支援の実施 

東北大学大学院地域イノベーション研究センターやＮＰＯ法人アイエスエル、協力団体と連携し審査会で選

定された 28人の起業支援を実施。3月末までに 28人全員が起業もしくは起業内で新事業を立ち上げた。 

（1）合同支援会 ：平成 24年 10月 13日～14日 

            平成 24年 12月 1日～2日 

            平成 25年 2月 11日 

 

  （2）事業ＰＲ支援：平成 25年 3月 18日 いわて支部交流会 

                 平成 25年 6月 4日  ふくしま支部交流会 

                 平成 25年 6月 14日 会員交流部会 

 

１０．「東北未来創造イニシアティブ」の統括事務局運営 

 東北再生復興に向けた「人づくり・街づくり・産業づくり」を支援していく活動の仙台統括事務局運営 

  （1）記者会見及び経済同友会説明会：平成 24年 7月 3日 
 
 （2）被災地に出向者派遣： 

気仙沼市 平成 25年 2月より 2名  （5月より 3名追加 計 5名に） 

釜石市  平成 25年 5月より 3名 

大船渡市 平成 25年 5月より 2名 

岩沼市  平成 25年 5月より 2名 

仙台統括事務局 平成 25年 2月より 3名   
 
 （3）４市首長合同会議 ：平成 25年 3月 10日 

 
 （4）人材育成道場開始（気仙沼市） 

      開塾式 平成 25年 4月 20日 

      第２回 平成 25年 5月 25日～26日 

      第３回 平成 25年 6月 15日～16日 
 
  （5）出向者合同会議 

      第１回 平成 25年 6月 25日 

 

 


