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２０１９年度事業報告 

運営事業 

１.総会、理事会の開催 

(1)２０１９年度定時総会（2019年 6月 21日開催  会場：江陽グランドホテル） 

    第 1号議案 2018年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

    第 2号議案 2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 
 

(2)理事会 

・第 1回（2019年 5月 15日開催  会場：アイリス青葉ビル会議室） 

     第 1号議案 2018年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

     第 2号議案 2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

     第 3号議案 2019年度定時総会の開催について 

    第 4号議案 新入会員の承認について 

    第 5号議案 報告事項 
 
・第 2回（2020年 1月 29日開催  会場：仙台勝山館） 

    第 1号議案 新入会員の承認について 

第 2号議案 次期役員候補の推薦について 

第 3号議案 報告事項 

    

２.委員会活動 

(1)運営委員会       ＊委員長／アイリスオーヤマ㈱ 社長室マネージャー 大友清之 氏 
 
 ・第 1回（2019年 5月 10日開催） 

     議事：新入会員承認、第 1回理事会審議事項、東北６県ブロック交流会、委員会・各支部活動報告ほか 
 

 ・第 2回（2019年 7月 25日開催） 

議事：新入会員承認、新規事業検討、東北６県ﾌﾞﾛｯｸ交流会、各委員会・各支部活動報告ほか 
 
 ・第 3回（2019年 9月 27日開催） 

    議事：新入会員承認、ビジネスマッチ東北 2019、各委員会・各支部活動報告ほか 
 
 ・第 4回（2019年 11月 22日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

議事：新入会員承認、各委員会・各支部活動報告ほか 
 
 ・第 5回（2019年 1月 16日開催） 

議事：新入会員承認、第２回理事会審議事項、東北ニュービジネス大賞審査結果、 

各委員会・各支部活動報告ほか 
 
 ・第 6回（2020年 3月 19日開催） 

議事：新入会員承認、次期役員候補、次期各委員会委員選出、委員会・各支部活動報告ほか 

 

(2)広報委員会       ＊委員長／㈱バイタルネット 社長室長 髙橋浩則 氏 
 
 ・第 1回（2019年 5月 10日開催） 

      議事：広報誌「Frontier」第 11号発行、第 12号のテーマ検討 
 
 ・第 2回（2019年 7月 25日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 12号の編集業務 
 
 ・第 3回（2019年 9月 27日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 12号の編集業務 
 
 ・第 4回（2019年 11月 22日開催）※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

     議事：広報誌「Frontier」第 12号の編集、経過報告 
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 ・第 5回（2020年 1月 16日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 13号のテーマ検討 
 

 ・第 6回（2020年 3月 19日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 13号の編集業務  
 

(3)企画委員会       ＊委員長／㈱東日本リサーチセンター 代表取締役 佐藤彰男 氏 
 
・第 1回（2019年 5月 10日開催） 

      議事：行事の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、視察会） 
 

・第 2回（2019年 7月 25日開催） 

     議事：今後の企画検討（移動ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、視察会） 
 
・第 3回（2019年 9月 27日開催） 

     議事：今後の企画検討（移動ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ､視察会） 
 
・第 4回（2019年 11月 22日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

     議事：行事開催報告 
 
・第 5回（2020年 1月 16日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、東北 6県ﾌﾞﾛｯｸ交流会） 
 
・第 6回（2020年 3月 19日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ､東北 6県ﾌﾞﾛｯｸ交流会） 

 

(４)東北ニュービジネス大賞委員会  

＊会長／アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長 大山健太郎 氏 

＊委員長／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 

＊審査委員長／ 学校法人至善館 理事・副学長 大滝精一 氏  
 

 ・第 1回（2019年 5月 10日開催） 

      議事：「第 25回東北ニュービジネス大賞」受賞者フォローについて 

「第 26回東北ニュービジネス大賞」の企画検討について 
 

・第 2回（2019年 7月 20日開催） 

     議事：委員委嘱について、第 25回受賞企業のフォローについて、第 26回の募集方法について 
 
・第 3回（2019年 9月 27日開催） 

議事：審査委員の委嘱、第 25回受賞企業のフォローについて、第 26回の募集促進について 
 

・第 4回（2019年 11月 22日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

議事：応募状況について、今後のスケジュールについて 
 

・審査委員会（2019年 12月 17日開催） 

     議事：各賞受賞企業の選定 
  

・表彰式（2020年 1月 29日開催）新春賀詞交歓会にあわせ表彰式を実施 
 
・第 5回（2020年 3月 9日開催） 

    議事：第 26回表彰制度の結果報告、受賞企業へのフォローについて、次回第 27回について 

３.会員向けサービス 

・ホームページ、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） 

・事務局内に設けた「会員向けコワーキングスペース」の無料開放 

４.会員増強活動 

・各県支部における非会員の行事参加促進、および関係団体との共催による相互会員間交流 

・各県支部単位で設定した会員数目標の達成に向けた会員拡大活動 

・東北ニュービジネス大賞受賞企業への入会促進活動 

 ・2019年度末の会員数 「３４７法人・個人」 ＊前年度末「３４５法人・個人」 
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会員活動支援事業 

５.「ビジネスマッチ東北 2019」の開催 
  開催日：2019年 11月 7日（木）   会場：夢メッセみやぎ   来場者数：7,426人 

  主催：（一社）東北ニュービジネス協議会、（一社）東北地区信用金庫協会、（一社）東北経済連合会、   

東経連ビジネスセンター、（一財）みやぎ産業交流センター 

  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、 

東北六県商工会議所連合会 

  協力：仙台商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター、 

オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 

  ＜ビジネス展示会＞ 出展企業数：503企業・団体、496ブース 

  ＜個別商談会＞    参加バイヤー企業数 59社、商談件数 306件 

  ＜事前セミナー＞   参加 160社 257名 福島・盛岡・山形・秋田・仙台（2回）の５会場にて実施 

  ＜プレゼンテーション＞学術・支援機関６法人・団体のプレゼンに加え、トークショーを特別開催 

  ＜アフターフォロー＞ 各県よろず支援拠点との協力体制を継続  

    

６．「ＴＮＢインナー・ビジネスマッチング」の開催 

・第 5回（2019年 4月 17日 会場：アイリス青葉ビル） 

 プレゼン企業 4社／①富士電機㈱東北支社 ②㈱ボルテックス仙台支店  

③アイリスチトセ㈱  ④㈱安藤醸造 
 
・第 6回（2019年 10月 8日 会場：アイリス青葉ビル） 

 プレゼン企業 3社／①㈱ｼｬｰﾌﾟﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 21 ﾖｼﾀﾞ ②㈱アシスト ③㈱日本トリム仙台支社 

 

７.各県支部の事業推進と連携・交流の推進 

 ＜あおもり支部＞  支部長／㈱吉田産業 代表取締役社長 吉田誠夫 氏 

               事務局／㈱吉田産業 100周年事業準備室部長 小野十三宏 氏 
  

①支部幹事会、第 34回講演会（2019年 7月 22日開催 会場：八戸パークホテル） 

     議事 2018年度事業報告及び収支結果報告の件・2019年度事業計画及び収支予算案の件                 

     講演会 「縄文の魅力と可能性」 

           講師：八戸市是川縄文館 学芸員 小久保拓也 氏 
  

②支部幹事会、第 35回講演会（2019年 11月 14日開催 会場：ウェディングプラザ アラスカ） 

     議事   支部事業報告、次回講演交流会について 

講演会 「観光が変わる。青森が変わる。」  

講師：青森県観光連盟 専務理事 高坂 幹 氏 

 

 ＜あきた支部＞   支部長／㈱サノ・ファーマシー 代表取締役 佐野元彦 氏 

               事務局／㈱サノ・ファーマシー 取締役人事・総務部長 佐藤 淳 氏 
   

①支部幹事会、支部交流会（2019年 6月 4日開催 会場：メトロポリタン秋田） 

      議事    会員拡大活動について、支部予算について、次回支部交流会について 

講演会 「準天頂衛星「みちびき」高精度位置情報活用と多人種時代のｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝのご紹介」 

講師：（株）フォルテ 代表取締役 葛西 純 氏   
 
   ②支部幹事会、支部講演会（2019年 10月 29日開催 会場：メトロポリタン秋田） 

      議事    会員拡大活動について、次回支部交流会について 

講演会 「特区活用でニュービジネスを！」 

講師：秋田県仙北市長 門脇光浩 氏  
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＜いわて支部＞   支部長／㈱三ツ星商会 代表取締役社長 佐々木和彦 氏 

               事務局／㈱三ツ星商会 執行役員岩手支店長 畠山麻耶 氏 
 

①支部幹事会、支部交流会（2019年 6月 28日開催  会場：マリオス盛岡地域交流センター） 

議事   支部事業報告および収支報告 

講演会 「世界のラグビーファンと地酒で乾杯！～浜千鳥が目指す地酒造り～」 

           講師：㈱浜千鳥 醸造部長・南部杜氏 奥村康太郎 氏 
 

②支部交流会（2020年 2月 6日開催  会場：ベアレン醸造所北山工場） 

工場見学・講演会 「こだわりのビール造り～地域に根差した文化の醸成～」  

講師：㈱ベアレン醸造所 代表取締役 木村 剛 氏 
 

 

 ＜やまがた支部＞ 支部長／前田製管㈱ 代表取締役 前田直之 氏 

               事務局／前田製管㈱ 営業・経営企画グループ部長 菅原玉樹 氏 
 

①支部幹事会（2019年 5月 23日開催  会場：ヤマコーホール） 

    議事   2018年度事業実績と収支報告および 2019年度事業計画と予算（案）について 
  

②第 46回やまがたﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ経営塾（2019年 7月 3日開催 会場：オワゾブルー山形） 

経営塾  Part１「サービス業界の働き方改革」  

講師：㈱ジョインセレモニー ブライダル事業部 常務取締役 武田靖子 氏 

Part２「東北芸術工科大学のまちづくりと仕事づくり」 

     講師：学校法人東北芸術工科大学 理事 五十嵐眞二 氏 
 

③第 47回やまがたﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ経営塾（2019年 11月 28日開催 会場：鶴岡市先端産業支援ｾﾝﾀｰ） 

      施設視察 キッズドームソライ、スイデンテラス 

経営塾    「山形庄内から、ときめこう」 

                講師：YAMAGATA DESIGN㈱ 代表取締役 山中大介 氏 
 

 ＜ふくしま支部＞ 支部長／㈱ダイユーエイト 代表取締役社長 浅倉俊一 氏 

               事務局／㈱ダイユーエイト 専務取締役 三瓶善明 氏 
   

①支部幹事会（2019年 4月 11日開催  会場：ザ・セレクトン福島） 

      議事 2018年度事業実績および 2018年度収支について        

          2019年度事業計画および 2019年度収支予算案について 

②第 48回会員交流会（2019年 7月 23日開催 会場：ウェディングエルティ） 

トークショー 「基本を忘れず～お客様の心に思い出を残したい～」 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：株式会社藤崎 販売員 目黒聡子 氏 

進行：ＴＮＢふくしま支部 副支部長 林由美子 氏 
 

③第 49回会員交流会（2019年 11月 20日開催 会場：郡山ビューホテルアネックス）  

     講演会 「地元企業を技術で支援するハイテクプラザの取組み」 

             講師：福島県ハイテクプラザ 所長 工学博士 大和田野芳郎 氏 
 

④新春賀詞交歓会への支部全体参加および支部新年会（2019年 1月 29日開催） 

 

 ＜みやぎ支部＞   支部長／㈱藤崎 専務取締役 田中昌志 氏 

               事務局／（一社）東北ニュービジネス協議会事務局長 奥田義克 氏 

  ①お花見交流会（2019年 4月 12日 会場：仙台西公園） 
   

②お隣の支部行事参加企画（2019年 6月 28日いわて支部交流会 会場：ﾏﾘｵｽ盛岡地域交流ｾﾝﾀｰ） 
   

  ③ビアパーティー（2019年 8月 23日開催 会場：藤崎ビアガーデン） 
 

④大新年会（2020年 1月 29日開催 会場：LA PAIX（ラ・ペ）） 

※以上みやぎ支部主催行事については、全て会員交流部会と合同開催。 
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８.研究部会活動   

 ＜ビジネスコンサルティング＆プロモーション部会＞ 

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 

    ・公開部会（全 5回） ※②～⑤は、ＴＮＢホームページにてレジメ公開 

①2019.4.22 「敗軍の将、兵を語る～倒産から学んだ経営哲学」 

②2019.5.29 「少子化による檀家制度消滅危機に迫る！～墓じまいにみる次世代ビジネス」 

③2019.6.27 「まんが広告の仕掛けセミナー」 

④2019.7.23 「弁護士と考えるクレームリスクマネジメント～転ばぬ先のコンプライアンス入門」 

⑤2019.9.24 「ＳＤＧｓを取り入れたプロモーションは価値を創造し未来を変える」 
    
＜経営研究部会＞ 

    部会長／オヤマ税理士法人 代表社員・税理士 小山久義 氏 
  
 ＜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 

①2019.4.12 「お花見交流会」  会場：仙台西公園   

②2019.6.28 「お隣の支部行事参加企画（いわて支部交流会）」 会場：ﾏﾘｵｽ盛岡地域交流ｾﾝﾀｰ 

③2019.8.23 「ビアパーティー」 会場：藤崎ビアガーデン 

④2020.1.29 「大新年会」 会場：LA PAIX（ラ・ペ）） 

  

９.東北地域及び全国の関係機関との連携・支援 

  ・東北経済産業局、東北農政局、宮城県等が主管する会議への参加、および同機関が主催するセミナー 

や説明会等について、会員への情報提供を実施。 

・関係支援機関、学術機関等が主催する各種イベントの後援。 

  「第 15回キャンパスベンチャーグランプリ東北」 「大船渡ビジネスプランコンテスト２０１9」 

  「EY Entrepreneur Of The Year 2019 Japan 東北地区大会」 

  「産学官金連携２０１９みやぎ」 「第１８回東北ポリテックビジョン」 

  「東北大学 Tech Open 2019」 「SENDAI for Startups! 20２０」 

「東北大学ビジネスプランコンテスト vol.３」 「ユネスコカレッジ ESD講座」 

 

会員交流事業                                                       

１０.定時総会・賀詞交歓会の開催 

  ・「2019年度定時総会」 （２０１９年 6月 21日開催 会場：江陽グランドホテル） 

  ＜記念講演＞「お金をかけずに“知恵”を絞れ！ 

～中小の助っ人；売れないを“売れる”に変える～」  

             講師：富士市産業支援センター「f-Biz」センター長 

株式会社イドム 代表取締役 中小企業支援家 小出宗昭  氏 

  ＜定時総会＞＜交流懇親会＞ ※6月２２日 ＴＮＢゴルフコンペ開催（表蔵王国際ＧＣ） 
   

・「２０２０新春賀詞交歓会」 （２０２０年 1月 29日開催  会場：仙台勝山館） 

  ＜記念講演＞「夢を実現する」  

           講師：学校法人花巻学院 花巻東高等学校 硬式野球部監督 佐々木洋  

  ＜第２６回東北ニュービジネス大賞表彰制度表彰式＞ 

＜賀詞交歓会＞ 

 

１１.東北６県ブロック交流会の開催 

 ・２０１9ＴＮＢ東北６県ブロック交流会  主管／ＴＮＢいわて支部 

（２０１９年 9月１３日～１４日開催 メイン会場：盛岡つなぎ温泉 ホテル紫苑） 

  ＜視察＞ ①岩手県工業技術センター 

         ②岩手銀行赤レンガ館 

 ＜大交流会＞、＜ゴルフコンペ＞、＜観光＞  参加者数：６５名            
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１２．プレミアムサロンの開催 

 ・第 7回（２０１９年 8月 28日開催 会場：オロオロ・アネックス） 

「企業再生と地域再生」 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：株式会社前田製管 代表取締役社長 前田直之 氏 
   

１３．広報誌「フロンティア」の発行 

・広報誌「Fｒｏｎｔｉｅｒ」第 11号発行 （２０１９年 5月 10日） 
 

・広報誌「Fｒｏｎｔｉｅｒ」第 12号発行 （２０１９年 12月 6日） 

 

１４．トークインサロンの開催 
・第 1回（２０１９年 7月 9日開催  会場：アイリス青葉ビル）  

    「キャッシュレス決済 本格化元年」 

       講師：株式会社ラカラ・ジャパン 執行役員 パートナー戦略室 大寳健悟 氏 
 
・第 2回（２０２０年 2月 13日開催 会場：ドコモ東北ビル） ※移動トークインサロン 

講演 「5Gで変わる働く現場の未来」 

講師：株式会社NTTドコモ エバンジェリスト 福田将士 氏 

    施設見学・体験 「ドコモ５Gオープンラボ、災害対策室など」 

  

１５．視察会の開催 
・第 1回（２０１９年 10月 17日開催  宮城県加美郡加美町）  

    視察先／㈱やくらいフーズ、中新田バッハホール、国立音楽院宮城キャンパス、 

ボルダリングパークなど 

 

１６．ＪＮＢをはじめとした全国のニュービジネス協議会との連携 

・第 15回新事業創出全国フォーラムｉｎ香川への参加 （ＴＮＢ関連１１名参加） 

開催日：2019年 10月 24日  会場：JRホテルクレメント高松  総入場者数：６２２名 

    ＜第 14回ニッポン新事業創出大賞発表・表彰式＞  

      「優秀賞」㈱アストラ（福島県） 「特別賞」㈱フォルテ（青森県） 以上 2社が受賞  

＜記念シンポジウム＞  ①「時流を読む～２０１９年から何が起こるのか～」  

②「高松丸亀町商店街の再生」「瀬戸内の空から離島の生活に革命を」 

＜大交流会＞  

＜10/２５エクスカーション＞ 
  

・他地域ニュービジネス協議会とのイベント相互交流 

    関東圏NBC主催「５/２９ 関東圏 NBC交流懇親会」に参加 

    東北主催「7/26アイリスグループ浜松町オフィス見学ツアー」に全国ＮＢＣ事務局代表者１７名参加 

東北主催「9/１３ 東北 6県ブロック交流会」に埼玉・神奈川ＮＢＣ会員が参加 
 

・埼玉ニュービジネス協議会との連携事業 

    「中学生からの起業・経営塾」 会場：学校法人石川義塾学法石川中学校（中学２年生を対象）  

第２回開催日：２０１９年 6月 19日  講師：㈱Glowth 代表取締役 須藤勝利 氏 

第３回開催日：２０２０年 2月 19日  講師：㈱UCHIDA 代表取締役 内田敏一 氏 

 

１７．入会推奨先との連携                   
  ・入会推奨先である東北ニュービジネス大賞の各賞受賞企業を、本支部にて開催する行事に講師と  

して招聘、あるいは視察地として継続的に繋がりながら、既存会員との交流による支援と入会勧奨 

を実施。 

     2019.6.4  あきた支部例会講師として、㈱フォルテ葛西社長を招聘 

2019.9.13 東北 6県ブロック交流会の視察先（岩手県工業技術センター）にて、 

セルスペクト㈱岩渕社長・㈱アイカムス・ラボ片野社長よりプレゼンテーション 

   2020.2.2 いわて支部移動例会会場として㈱ベアレン醸造所北山工場を見学させて頂き、 

木村社長による講演会を開催 



 

7 

 

 表彰事業                                                     

１８. 第２６回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 
 募集期間：２０１９年 8月～11月 
 
 審査期間：２０１９年 12月 ※2019年 12月 17日に審査委員会を開催 
 
 発 表：２０２０年 1月 29日 
 
 表   彰：東北ニュービジネス協議会新春賀詞交歓会席上にて 
 
 受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

株式会社ベアレン醸造所 代表取締役 木村 剛 様 （岩手県） 

＜東北 アントレプレナー大賞＞ 

株式会社空地音ハーモニー 代表取締役 菊池美鷗 様 （宮城県） 

株式会社花善 代表取締役 八木橋 秀一 様 （秋田県） 

＜特別賞＞ 

弘栄設備工業株式会社 代表取締役 船橋吾一 様 （山形県） 

＜奨励賞＞ 

有限会社東北工芸製作所 代表取締役 佐浦康洋 様 （宮城県） 

株式会社プレイノベーション 代表取締役 菅家元志 様 （福島県） 


