
  一般社団法人東北ニュービジネス協議会 各支部連合主催 

「第 10 回TNB 東北 6 県ブロック交流会 in いわて」のご案内 

～おでってくなんせ「もりおか暮らし物語」さ～ 

 
 

当協議会では、先進事例の視察や交流懇談会・観光・ゴルフを通じて、普段一緒に活動する機会

の少ない東北６県の会員同士の「出会い、ふれ合い、つながり合い」を図るため、毎年各県持ちまわ

りで 「東北６県ブロック交流会」を開催しています。2019年度は岩手県で開催します。 

今回は盛岡を中心に、岩手のイノベーション創出の中核拠点である「岩手県工業技術センター」や、

国指定重要文化財「赤レンガ館」を舞台に、岩手の先端技術・歴史・文化をご体感して頂きます。２日

目は恒例のゴルフ交流もあり、観光では宮澤賢治の世界「イーハトーブ」、民話の山里・遠野など見ど

ころ満載のメニューを組みました。皆さまお待ちしております！ 

 

 

 

１. 開 催 日：  ２０１９年９月１３日（金）～９月１４日（土）（１泊２日） 

 

２. 大交流会会場（宿泊施設）： 盛岡つなぎ温泉「ホテル紫苑」 

                  〒020-0055 岩手県盛岡市繋字湯の館７４－２ Tel 019-689-2288 

 

３. 初日視察先： ①「岩手県工業技術センター」（盛岡市北飯岡２－４－２５）                 

②「国指定重要文化財 岩手銀行赤レンガ館」（盛岡市中ノ橋通１－２－２０） 

              ※視察内容詳細は、次ページ「全体スケジュール」をご覧下さい。 

 

４. 参加費用：  

【１日目】①宿泊費（1泊朝食付、税込）＋交流会費（会場・食事・飲物代等）１６，０００円 

※宿泊せず日帰りの方は交流会費（会場・食事・飲物代等）    ８，０００円 

※宿泊は原則相部屋（１室４名目安）をご用意しますが、一部個室のご希望も承ります。 

（追加料金：８，０００円） 

②視察参加費(貸切バス代他)                              ３，０００円 

 

【２日目 ③観光参加費（昼食代、バス代、入場料、諸経費他）           ６，０００円  

④ ゴルフコンペ参加費（プレー費は別途各自ご精算）        ３，０００円 

※各地～集合場所間の交通費は各自ご負担下さい。なお、９／１３～１５は、「盛岡秋まつり」が 

開催されますので、お早めにきっぷをご予約下さい。 

 

５. 参加対象：ＴＮＢ会員企業・団体・個人のみならず、会員以外の方、他地域ＮＢＣの方も大歓迎。 

（参加費用は会員と同額です。） 

 



６．全体スケジュールについて： 

◆第 1日目 ― ９月 1３日（金） ※昼食は各自お済ませになってからお集まり下さい。 

12:00          【お車で来られる方】盛岡つなぎ温泉「ホテル紫苑」集合  

⇒12:10ホテルから貸切バスに乗り換え、盛岡駅へ向け出発 

12:50          【公共交通機関で来られる方】盛岡駅西口バスターミナル集合  

13:00          上記全体集合確認後、盛岡駅から貸切バスにて視察地へ向け出発 

13:15～15:00   視察地①「岩手県工業技術センター」 

＜リレープレゼン＞ ㈱アイカムス・ラボ→㈱セルスペクト 

最先端医療機器を国内外へ発信している２社がプレゼン。 

会場では製品展示・デモも予定しています。 

              ＜施設見学＞ 

昨年開設した東北最大規模の電子機器測定・評価試験施設など 

各種研究施設が揃う「ものづくりイノベーションセンター」を見学 

15:30～16:45   視察地②「国指定重要文化財 岩手銀行赤レンガ館」 

＜講演＞ 講師：もりおか歴史文化館 館長 畑中 美耶子様 

     テーマ：「愛しの啄木と賢治」 

＜施設見学＞ 

             東京駅の設計者として知られる辰野金吾が設計した東北に唯一現存する 

建築物をご覧下さい。（2012年まで使われていた金庫は必見！） 

17:30          盛岡つなぎ温泉「ホテル紫苑」着 

18:30～20:30   大交流会 

20:40          恒例の２次会（別途会費制） 

 

◆第２日目 ― ９月 1４日（土） 

＜ゴルフコンペ＞ 「八幡平カントリークラブ」（岩手郡雫石町鴬宿温泉） 

7:00～7:30   宿泊の方は「ホテル紫苑」にて朝食 

7:45   マイカー以外の方はホテルからゴルフ場へホテル車両にてお送りします。 

8:45～開会式 8:59～Ｐｌａｙ Ｓｔａｒｔ  

15:30～16:00 表彰式 

16:00       現地解散  

※マイカー以外の方は、送迎車両にて盛岡駅までお送りします。盛岡駅には 16:45頃到着予定。 

 （道路状況等により到着が遅れる場合がございますことご了承下さい。） 

   ※その他詳細は別紙ゴルフコンペご案内をご参照ください。 

 

＜観 光＞ 「賢治の心象世界と、伝説の里・遠野へ」 花巻市～遠野市を巡ります 

7:00～8:00   宿泊の方はホテルにて朝食 

8:15   ホテルから貸切バスにて出発 

9:20～10:35  「宮沢賢治記念館」＆「童話村」 

11:20～11:50  宮守道の駅にて銀河鉄道のモチーフ「めがね橋」を走るＳＬをお見逃しなく 

12:30～14:30 「真田丸」など時代劇ロケ地で有名な「遠野ふるさと村」へ 

          ～遠野原風景の中で、名物料理を味わい、語り部による昔話を聴きます～ 

14:40～15:00 河童が住むといわれる「カッパ淵」へ 

16:45（予定）  盛岡駅にて解散 



２０１９ ＴＮＢ東北６県ブロック交流会 参加申込書 
          

◆お申込み方法 ＊申込締切日 ８月９日（金）     

①ＦＡＸの場合・・・ 下記参加申込書をご記入の上、ＦＡＸ ０２２－２６１－２８９０ までお送り下さい。 

②メールの場合・・・ 下記参加申込書の記載事項を全てご記入の上、info@tnb.or.jp までお送り下さい。 
          

◆参加費用のお支払いについて       

事務局よりご請求書を送付いたしますので、指定期日までにお振込み下さいますようお願いいたします。  

振込手数料につきましては、貴社にてご負担下さいますようお願いいたします。    
          

◆参加申込みのキャンセルについて       

参加申込み後のキャンセルにつきましては、９月３日（火）までにお願いいたします。それ以後のキャンセルに 

つきましては、参加費のご返金はいたしませんので予めご了承下さい。     
          

◆お問い合せ先  （一社）東北ニュービジネス協議会 事務局    

  ＴＥＬ：０２２－２６１－５８１７   ＦＡＸ：０２２－２６１－２８９０  

Ｅ－ｍａｉｌ ： info@tnb.or.jp 
          

会社名                   

ご住所 〒                 

参加者名         役職名         

ＴＥＬ         ＦＡＸ         

携帯番号           ※緊急連絡先 

Eメール                   
          

■希望コースについて（宿泊の有無、部屋タイプについて○を付けて下さい）    

  
＜１泊２日＞ 

① 相 部 屋 ： １６，０００円 （ 禁煙 ・ 喫煙 ）  

  ② 一人部屋 ： ２４，０００円 （ 禁煙 ・ 喫煙 ） 

  ＜日 帰 り＞ 参加費 ： ８，０００円         
          

■第 1日目 視察会について（参加の有無、視察会用バス利用について○を付けて下さ

い） 
   

  参加する ※視察会用バス→ ・利用する（3,000円）  ・利用しない 

  参加しない 
          

■第 2日目 観光またはゴルフに参加される方は、どちらかに○を付けて下さい。   

  ①観光 ・参加費 ６，０００円（昼食代、諸経費）     

  ②ゴルフコンペ 
・参加費 ３，０００円（パーティ代、賞品等）※プレー費は各自ご精算 

 別紙「ブロック交流会ゴルフコンペ参加申込書」も併せてお送り下さい。 

  



 

２０１９年６月吉日 

会員各位 

一般社団法人 東北ニュービジネス協議会 

会 長  新本 恭雄 

 

一般社団法人東北ニュービジネス協議会 

「２０１９ ＴＮＢ東北６県ブロック交流会ゴルフコンペ」 
開 催 の ご 案 内 

 

「２０１９ TNB 東北６県ブロック交流会 ゴルフコンペ」 を９月１４日(土)に開催いたします。前日に行わ

れる視察会・大交流会の盛り上がりをそのままに、参加される皆様にとって楽しく、さらに有意義となる“会員

交流”“地域間交流”の機会となりますよう、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

なお、会員の皆様にはゴルフコンペへの参加・不参加にかかわらず、コンペ賞品のご提供を募らせてい

ただきますので、コンペへの参加と併せてどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

《 ご案内要項 》 

【日     時】 ２０１９年９月１４日（土）  集合 ： ＡＭ８：２０   スタート：ＡＭ ８：５９ 
 

【ゴ ル フ 場】 「八幡平カントリークラブ」  TEL：019-695-2326 

〒020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿温泉 
 

【コンペ組数】 ８組（予定） 
 

【競 技方 法】 当日は、ダブルぺリア方式 
 

【プ レ －費】 ・キャディー有（５組） １４，５７２円   ・キャディー無（３組）１１，６５６円  

            （上記いずれも昼食代 1,000円分込み）   ※各自御精算願います。 
 

【参  加  費】 ３，０００円  ※コンペ当日受付にてお支払いください。 
 

 

【参加申込み】   ２０１９年８月９日（金）までに別紙申込書をＦＡＸしてください。 
 

【ご提供賞品】 当日の賞品は参加費の中でご用意いたしますが、コンペをより一層盛り上げる 

 ためにも、コンペ参加又は不参加にかかわらず、自社製品をはじめとした賞品を 

ご提供下さいますようお願い申し上げます。 

 なお、ご提供賞品につきましては、大変お手数ですが２０１９年８月３０日（金）迄に 

ＴＮＢ事務局あてお送り下さいますようお願い申し上げます。 
 
 

【お問い合せ先】 （一社）東北ニュービジネス協議会 事務局 

            〒980-0021 仙台市青葉区中央２－８－１３ 大和証券仙台ビル１０階 

TEL：022-261-5817   FAX：022-261-2890   Email：info@tnb.or.jp 

 

 

 

 



 

（一社） 東北ニュービジネス協議会 行      ＦＡＸ：022-261-2890 
 

2019 ＴＮＢ東北６県ブロック交流会 
ゴルフコンペ参加申込書 

 

会 社 名                                                        

 

氏    名                            Ｈ．Ｄ．Ｃ．Ｐ        年齢       歳 

 

役   職                                                         

    〒 

 

会社住所                                                        

 

Ｔ Ｅ Ｌ                                    Ｆ Ａ Ｘ                           

 

携帯番号（緊急連絡用）                                               

 

E-mail                                                          

 

ゴルフ場までのアクセス方法（○を付けて下さい）   ・自家用車利用    ・送迎車利用                                                              

 

 

ゴルフ賞品ご提供お申し出書 

 

ご提供賞品                                        数  量            

 

会社名                                                           

〒  

 

会社住所                                                          

 

担当者氏名                        役職名                            

 

Ｔ Ｅ Ｌ                                    ＦＡＸ                              

 

E-mail                                                                     

 


