
 

 

                                      

平成 23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 23年 9月 2日開催  会場：勝山館） 

     第１号議案 平成 22年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

     第２号議案 平成 23年度事業計画（案）及び収支決算（案）の承認 

     第３号議案 公益法人改革について 

     第４号議案 理事の選任について 
 

(2)臨時総会（平成 24年 1月 24日開催 会場：勝山館） 

     第１号議案 一般社団法人移行に係る定款変更（案）について 
 

(3)理事会 

 ・第１回（平成 23年 9月 2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 22年度事業報告（案）及び収支決算（案） 

     第３号議案 平成 23年度事業計画（案）及び収支決算（案） 

     第４号議案 役付き役員の変更について 

     第５号議案 公益法人改革について 

 ・第２回（平成 24年 1月 24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係る定款変更（案）について 

     第３号議案 一般社団法人移行に係る事業計画（案）について 

 ・第３回（平成 24年 6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 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）及び収支決算（案） 

     第４号議案 給与規程（通勤手当）、旅費規程（国内出張旅費）の改定（案）について 

 

２.委員会活動 
(1)運営委員会 

 ・第１回（平成 23年 8月 19日開催） 

     議事：新入会員承認、平成 22年度事業報告（案）及び収支決算（案）、平成 23年度事業計画（案） 

及び収支決算（案）、各県支部活動他 

 ・第２回（平成 23年 11月 18日開催） 

     議事：運営委員長の選出、運営委員会の運営ならびに活動、新入会員承認、各県支部活動他 

 ・第３回（平成 24年 1月 20日開催） 

     議事：新入会員承認、定款変更（案）について、各県支部活動 

 ・第４回（平成 24年 3月 16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５回（平成 24年 5月 18日開催） 

     議事：新入会員承認、規程の改定（案）、定例会の開催について、ブロック交流会について他 
 

(2)広報委員会 

 ・第１回（平成 24年 6月 8日開催） 

     議事：広報誌の発行について、入会案内のＷｅｂ化について他 



 

 

(3)復興支援委員会 

＜委員会＞ 

・第１回（平成 23年 7月 6日開催） 

    議事：在日米国商工会議所をはじめとした企業及び団体への対応、今後の支援活動について 

・第２回（平成 23年 10月 31日開催） 

    議事：復興シンポジウムの開催について、震災復興イベントに対する支援について他 

・第３回（平成 23年 11月 22日開催） 

    議事：復興シンポジウムの開催について（スケジュール確認、集客、対応スタッフについて） 

・第４回（平成 23年 12月 13日開催） 

    議事：復興シンポジウム開催報告、収支報告他 
 

＜シンポジウム＞ 

①「観光産業復興支援シンポジウム」 （平成 23年 11月 26日開催 会場：仙台サンプラザ） 

東北の観光を元気にするビジネスプラン ～地域の経営者はこのように考える ～ 

 主催：（社）東北ニュービジネス協議会、在日米国商工会議所 

 ・基調講演Ⅰ「大震災の鉄道と観光」  

東日本旅客鉄道㈱ 取締役仙台支社長 里見 雅行 氏 

 ・基調講演Ⅱ「球場からボールパークへ」  

仙台大学副学長  東北楽天ゴールデンイーグルス シニアアドバイザー  

マーティー・キーナート氏 

   ・パネルディスカッション 「被災地の現状とわれわれのビジネスモデル」 

             モデレーター  東北大学  教授 高田 敏文 氏 

             パ ネ リ ス ト  新つた旅館  女将 若松 佐代子 氏 

                       ㈱ホテル佐勘 代表取締役社長 佐藤 勘三郎 氏 

                       ㈱トラベル東北 代表取締役社長 山口ステファン 氏 

                       ㈱パシフィカ 代表取締役社長 ジェイムズ・イエローリーズ 氏 
 

②「被災地と共に生きること～トークインと鎮魂の調べ～」 

（平成 24年 5月 22日開催 会場：ウェスティンホテル仙台） 主催：（社）東北ニュービジネス協議会 

 ・トークイン「被災地と共に生きること」 

          スピーカー   千葉商科大学  教授 武見 浩充 氏 

       千葉商科大学  教授 宮崎   緑 氏 

          進 行 役   東北大学     教授 高田 敏文 氏 

 ・マリンバミニコンサート 

          マリンバ奏者  草刈 とも子 様、千葉商科大学 教授 宮崎 緑 様 

 

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） ３８件 

 

会員活動支援事業 

４.「ビジネスマッチ東北 2012春」の開催 
  開催日：平成 24年 3月 12日（火）   会場：仙台卸商センター サンフェスタ  来場者数：4,225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 

  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 

  ＜ビジネス展示会＞  出展企業数：282団体 291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 17回講演会（平成 23年 8月 23日開催 会場：八戸パークホテル） 

     総会議事 第１号議案 平成 22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 23年度事業計画及び収支予算（案）承認の件 

     記念講演「今求められる危機管理とリーダーシップ」 

           講師：㈱セミナー青森  山下 康博 氏 

  ②第 18回講演会（平成 24年 3月 14日開催 会場：八戸パークホテル） 

     記念講演「インターネットの最新情報とホームページ新戦略 

             ～身近な成功事例とソーシャルメディアの有効活用～」 

           講師：ビジネス情報ネット  代表 鈴木 大吉 氏 

 

 ＜いわて支部＞ 

  ①支部総会（平成 24年 8月 24日開催 会場：マリオス） 

     総会議事 第１号議案 平成 22年度事業報告並びに収支決算承認の件 

            第２号議案 平成 23年度事業計画並びに収支予算（案）承認の件 

     記念講演「いわてと私」 

            講師：㈲ｋ・Ｃ・Ｓ  代表取締役 鈴木 高繁 氏 

  ②支部交流会（平成 23年 12月 15日開催 会場：マリオス） 

     記念講演「販路拡大と業務拡張に役立てる厚生労働省助成金」 

           講師：中小企業活性化サポート  代表 社会保険労務士 高橋 朱美 氏  

  ③支部交流会（平成 24年 3月 19日開催 会場：マリオス） 

     記念講演「一倉 定 師に学ぶ経営者の姿勢  

～「炎のコンサルタント」「社長の教祖」が伝えたかったこと～」 

           講師：ザ・オフィスせき 企業世話人  盛岡市創業支援マネージャー  関 洋一 氏 

 

 ＜山形県支部＞ 

  ①支部総会、第 21回やまがたニュービジネス経営塾（平成 23年 8月 22日開催 会場：霞城セントラル） 

     総会議事 ①平成 22年度事業実績について 

            ②平成 22年度決算及び監査報告について 

            ③平成 23年度事業計画について 

            ④平成 23年度収支予算について 

     経営塾 ・第一講「東日本大震災復興対策と東北経済産業の展望 

－山形県の経済産業はどうすれば発展するか－」 

                 講師：東北経済産業局 地域経済部長 寺家 克昌 氏 

           ・第二講「東日本大震災からの復興と新産業創造」 

                 講師：東北イノベーションキャピタル㈱  代表取締役 熊谷  巧 氏 

  ②第 22回やまがたニュービジネス経営塾（平成 23年 11月 14日開催 会場：霞城セントラル） 

     ・第一講「今こそアジアビジネスの展開を －現地に見るアジアビジネス－」 

           講師：ジェトロ山形貿易情報センター  所長 鈴木 孝平 氏 

     ・第二講「オーストラリアへの米輸出を実現して ―米作農家が次々にニュービジネスを実現してー」 

           講師：㈲米シスト  代表取締役 佐藤 彰一 氏  

  ③第23回やまがたニュービジネス経営塾、賀詞交歓会（平成24年1月27日開催 会場：霞城セントラル） 

     ・第一講「２０１２年の経済見通し －本年経済はどのようになるのか－」 

           講師：野村證券本社 投資調査部 シニアエコノミスト 岡田 公現 氏 

     ・第二講「東北の未来を拓く元気な企業 ―新たなイノベーションと精巧の条件－」 

           講師：東北大学大学院経済学研究科 経済学科長 教授 大滝 精一 氏 

 

 



 

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

     ・第一講「東北の経済・産業の発展を目指して」 

           講師：（社）東北経済連合会  理事 産業経済部長 高玉 昌一 氏 

     ・第二講「東北農政の新たな動きについて」 

           講師：東北農政局 経営・事業支援部  事業戦略課長 内藤 明 氏 
 

 ＜ふくしま支部＞ 

   ①第６回総会並びに第 24回会員交流会（平成 23年 9月 28日開催 会場：ウェディング・エルティ） 

     総会議事 第１号議案 第６期事業報告並びに決算報告 

            第２号議案 第７期事業計画並びに予算案 

     記念講演「“知恵とチャレンジ”競争に勝つための第３の戦略」 

           講師：システム経営研究所  代表 岡田 秀幸 氏  

   ②第 25回会員交流会（平成 23年 12月 6日開催 会場：サンパレス福島） 

     記念講演「内外の金融・経済情勢について」 

           講師：日本銀行 福島支店  支店長 野村  充 氏 

   ③新年会（平成 24年 1月 24日開催 会場：ＤＵＣＣＡ仙台駅前店） 

   ④第 26回会員交流会（平成 24年 4月 24日開催 会場：ウェディング・エルティ） 

     記念講演「福島復興の現状と課題 ～そして未来への提言～」 

           講師：復興庁 政策参与 統括官付審議官 鉢村  健 氏（前日銀福島支店長） 

 

６.東北地域内外の関係機関との連携・支援 

(1)地域内イベント・セミナー等への支援 

 ①「ベンチャーＳＰＩＲＩＴＳ 2011ｉｎ仙台」（後援） 

   平成 23年 8月 25日開催  会場：仙台国際センター  

   主催：（独）中小企業基盤整備機構 

 ②「東日本大震災支援コンサートｉｎ宮城県名取市」（後援） 

   平成 23年 8月 28日開催  会場：名取市ゆりあげ港朝市会場 

   主催：ゆりあげ港朝市共同組合、東京都立藤森高等学校吹奏楽部 

 ③「Entrepreneur Oｆ The Year ＪＡＰＡＮ東北地区大会」（後援） 

   平成 23年 9月 14日開催  会場：ホテルモントレ仙台 

   主催：Entrepreneur Oｆ The Year ＪＡＰＡＮ東北地区大会実行委員会 

 ④「第 27回産学官交流のつどい」（後援） 

   平成 23年 9月 21日開催  会場：ウェディングエルティ 

   主催：福島県電子機械工業会、福島県中小企業団体中央会 

 ⑤「ＪＢＩＡシンポジウムｉｎ東北 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ仙台」（後援） 

   平成 23年 10月 31日～１１月１日開催  会場：仙台商工会議所 

   主催：東北ＩＭ連携協議会（ＴＡＩＭ）、（社）日本ビジネス・インキュベーション協会（ＪＢＩＡ） 

 ⑥「第 25回東京ビジネス・サミット 2011ｉｎ神戸」（後援） 

   平成 23年 12月 1日～12月 2日開催  会場：神戸国際展示場 

   主催：第 25回東京ビジネス・サミット 2011実行委員会 

 ⑦「元気ＴＯＨＯＫＵものづくりシンポジウム」（後援） 

   平成 23年 12月 6日開催  会場：ホテルメトロポリタン仙台 

   主催：東北経済産業局、東北イノベーション・ネットワーク会議 

 ⑧「デザインウィークｉｎせんだい 2011」（後援） 

   平成 23年 12月 9日～12月 14日開催  会場：せんだいメディアテーク 

   主催：デザインウィークｉｎせんだい実行委員会 

 ⑨「産学官連携フェア 2012Ｗｉｎｔｅｒみやぎ～復興に向けて 研究成果発表・交流の集い～」（後援） 

   平成 24年 1月 25日開催  会場：仙台国際センター 

   主催：（社）みやぎ工業会 



 

会員交流事業 

７.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 23年 9月 2日開催  会場：勝山館） 参加人数：106名 

  「福島原発事故と放射線量 －日常における必要な知識－」  

  講師：東京大学医科学研究所 附属病院放射線科 科長・准教授  医学博士 桐生 茂 氏 

・第２回（平成 24年 1月 24日開催  会場：勝山館） 参加人数：106名 

  「東北再生に向けてのソーシャル・アライアンス」  

  講師：特定非営利活動法人アイ・エス・エル 理事長 野田 智義 氏 

・第３回（平成 24年 5月 22日開催   会場：ウェスティンホテル仙台） 参加人数：43名 

  「被災地と共に生きること～トークインと鎮魂の調べ～」    

講師： 千葉商科大学 教授 武見 浩充 氏、千葉商科大学 教授 宮崎 緑 氏 

・第４回（平成 24年 6月 29日開催 会場：勝山館） 参加人数：28名 

  「イスラエルから被災地へ」 講師：イスラエル駐日大使 ニシム・ベンシトリット 氏 
 

(2)トークインサロンの開催 

・第１回（平成 23年 7月 19日開催） 参加人数：23名 

  「災害時でも配食を続けられたネットワークと食に人権を」 

  講師：㈲みやぎ保健企画 取締役  セントラルキッチン事業部統括責任者 吉田 雄次 氏 

・第２回（平成 23年 8月 29日開催） 参加人数：26名 

  「スマートフォンだけでここまでできる～ドコモのスマートフォン戦略と今後の展開～」 

  講師：㈱ＮＴＴドコモ東北支社 経営企画部長 松木 彰 氏 

・第３回（平成 23年 9月 27日開催） 参加人数：27名 

  「ビール市場の現状と今後」  講師：アサヒビール㈱東北統括本部 総務部長 吉田 潤 氏 

・第４回（平成 23年 12月 2日開催） 参加人数：38名 

  「これからのＴＮＢ」  講師：セルコホーム㈱ 代表取締役社長 新本 恭雄 氏 

  プレゼンター：ビジネスマッチ東北 2010 出展企業の皆様 

・第５回（平成 24年 3月 8日開催） 参加人数：33名 

  「被災地仙台（及び東北）からの広告発信を考える」  講師：マーケティングプランナー 谷村 智康 氏 

・第６回（平成 24年 6月 7日開催） 参加人数：21名 

  「東日本大震災で実践できたＢＣＰ（事業継続計画）」 

  講師：㈱オイルプラントナトリ  常務取締役 星野 豊 氏 
 

 (3)新春賀詞交歓会の開催 

  ・2012新春賀詞交歓会（平成 24年 1月 24日開催  会場：勝山館） 

  ＜記念講演会＞ 「東北再生に向けてのソーシャル・アライアンス」  

             講師：特定非営利活動法人アイ・エス・エル 理事長 野田 智義 氏 

＜第 18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 7回新事業創出全国フォーラムｉｎ関西の開催 

開催日：平成 23年 11月 10日  会場：大阪国際会議場  

   ＜日本新事業創出大賞発表・表彰式＞ 

＜基調講演＞ 「ニュービジネスに賭けた夢」 

          講師：元三洋電機㈱ 代表取締役会長  井植 敏 氏 

＜特別講演＞ 「日本経済復活のカギとは？」 

          講師：甲南大学特別客員教授 加護野 忠男 氏 

＜懇親会＞ 



 

 (2)北海道企業視察会ならびに北海道ニュービジネス協議会メンバーとの交流会 

   開催日：平成 23年 10月 20日～21日  参加人数 5名 

視察先：ソメスサドル㈱砂川工場、㈱アミノアップ化学工場、サッポロビール恵庭工場 
 

８.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（部会長：  

 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：日本カーソリューションズ㈱ 盛岡支店長 千葉 儀憲 氏） 

 ⑤日本酒を楽しむ研究部会（㈱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喰わいん部会（部会長：高奥 満 氏） 

 ⑪ソリューション部会（部会長：鈴木 平一 氏） 

 ⑫デザイン部会（部会長：アイリスオーヤマ㈱ 商品開発部 佐藤 耕平 氏） 
 

９.国内外の企業視察・見学会の実施 
 ①仙台市内企業視察会（平成 23年 9月 29日開催） 参加人数 13名 

   視察先：セントラルキッチン、特別養護老人ホーム風の音 

 

 表彰事業                                                     

１０.第 18回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 
 募集期間：平成 23年 10月～12月 

 審査期間：平成 23年 12月～平成 24年 1月 

 発 表：平成 24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 24年 1月 24日） 

 受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

         佐藤繊維㈱  代表取締役社長  佐藤 正樹 氏（山形県寒河江市） 

＜東北アントレプレナー大賞＞ 

         ㈱ホップス   代表取締役  工藤 昌代 氏（岩手県盛岡市） 

＜ソーシャルアントレプレナー大賞＞ 

         一般社団法人パーソナルサポートセンター 代表理事  新里 宏二 氏（宮城県仙台市） 

       ＜奨励賞＞ 

  津山木工芸品事業協同組合  理事長  菊地  覚 氏（宮城県登米市） 

 

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

１１．「東北未来創造イニシアティブ」事業 
 東北大学大学院地域イノベーション研究センターや東北各地の共催・協力団体と連携協力し、東北再生復興

にむけた人づくり、街づくり、産業づくりを支援していく活動「東北未来創造イニシアティブ」をスタートさせた。 

 また、4 月に内閣府の「復興支援型地域社会雇用創造事業」の認定を受け、30 人の起業支援を行う事が決

定し、被災 3県で対象者選定の審査会を実施。 

① 石巻地区審査会  6月 3日（日） 石巻専修大学  

② 仙台地区審査会  6月 17日（日） 東北大学片平キャンパス 

③ 岩手地区審査会  6月 23日（土） ＮＰＯ法人いわて連携復興センター 

④ 気仙沼地区審査会 6月 30日（土） ＮＰＯ法人ネットワークオレンジ 

 （審査会は次年度の 7月、8月にも福島地区、東北全域地区を実施） 


