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

「2016 TNB 東北 6 県ブロック交流会」
～「大交流会、視察会、観光/TNB ゴルフコンペ」の開催～

初夏の候、会員の皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお
喜び申し上げます。
当協議会では、先進事例の視察や交流懇親会・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「であい、
ふれあい、めぐりあい」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。本年度は福島県で開催いたします。

ふくしま国際医療科学センター

１日目は、原発事故から復興にむけた先端医療、県民健康管理調査、
放射線医学の研究・開発を進めるための拠点整備が進む「ふくしま国際医療
科学センター」。そして「新世紀エヴァンゲリオン」等数多くの有名作品を手が
けるアニメーション制作会社が福島県三春町の廃校に設立した「福島ガイナッ
クス」を視察します。その後磐梯熱海温泉で交流懇親会です。
２日目は「猪苗代・会津若松観光」、人気コース「ボナリ高原ゴルフクラブ」で
のコンペをオプションとして用意しました。
参加される皆様にとって有意義で楽しい会
員交流・地域間交流となりますよう、ふくしま
支部と一緒に準備してまいります。

福島ガイナックス
福島県伊達市ＰＲアニメ

どうぞ多くの皆様参加をご検討下さい。
(一社)東北ニュービジネス協議会 一同
記

【１】開催日時 ： 平成２８年９月１６日（金）～９月１７日（土） （１泊２日）
【２】内

容 ： ＜企業視察先＞ ①ふくしま国際医療科学センター（福島医科大学内）
②福島ガイナックス（福島県三春町）
＜ゴルフコンペ＞ ボナリ高原ゴルフクラブ
＜観

６組

光＞ 猪苗代・会津・大内宿方面

【３】開催会場並びに宿泊施設 ：
磐梯熱海温泉 「華の湯」
〒963-1309
【４】定

福島県郡山市熱海町熱海４－４７

TEL ０２４－９８４－２２２２

員 ： ８０名（TNB 会員、ビジター※入会促進のため会員ご紹介者）

【５】参加費用 ：
Ⅰ．第１日目－ ＴＮＢ東北６県ブロック交流会参加費
①１泊２日（交流会参加、宿泊代（相部屋））・・・・・１５，０００円
※一人部屋については追加料金５，０００円になります。ただし部屋数に限りがございます。
②日帰り（宿泊無し）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０，０００円
③企業視察バス代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，０００円
Ⅱ．第２日目－オプションプラン参加費（※自由参加）
④ゴルフコンペプラン・・・・・３，０００円 （※プレー費（１０，０００円程度）は各自精算）
⑤観光プラン・・・・・・・・・・・・５，０００円 （※昼食代、入場料、諸経費）
Ⅲ．集合場所迄の交通費、解散場所から帰路の交通費は各自にてご負担ください。

【６】参加対象 ： ①TNB 会員
②ビジター（入会促進へ繋げるため会員ご紹介者も受付。参加費用は会員と同額。）
【７】参加申込方法 ： 別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
申込締切 ８月１９日（金）
【８】その他 ： ①日帰りの方につきましては、ホテル華の湯から郡山駅まで送迎バスがございます。
※ホテル華の湯 発 ２１：００ → 郡山駅着 ２１：４０（予定）
②２日目のオプションに参加されず、お帰りになる方は、郡山駅まで送迎バスがございます。
※ホテル華の湯 発 ８：３０ → 郡山駅着 ９：１０（予定）

【全体スケジュール】
◆第１日目

９月 1６日（金） ＊各自昼食を済ませてから集合願います。

12:20

ＪＲ福島駅西口 集合（西口バスプール）

12:30

ＪＲ福島駅 出発

12:30～13:00

＜バス移動

13:00～14:20

医療－産業トランスレーショナルリサーチセンター・先端臨床研究センター 見学

14:20～15:10

＜バス移動

15:10～16:30

福島ガイナックス「空想とアートのミュージアム 福島さくら遊学舎」 見学

16:30～17:30

＜バス移動

17:30

磐梯熱海温泉 ホテル華の湯 着

18:30～20:30

大交流会

20:45～22:00

２次会 （自由参加 会費２，０００円）

ふくしま国際医療科学センターへ＞
福島ガイナックスへ＞
ホテル華の湯へ＞

◆第２日目

９月１７日（土）

＜ゴルフコース＞
7:00～7:50

朝食

8:00～8:40

ゴルフ場へ移動 （ホテルのバスにて送迎）

9:20

Ｐｌａｙ Ｓｔａｒｔ （ＩＮコーススタート）

15:30～16:00

表彰式、パーティ

16:10

ゴルフ場出発 （福島駅へ移動）

17:00

福島駅西口到着、解散

＜会津観光コース＞
7:00～8:30

朝食

8:40

華の湯出発

8:40～9:10

＜移動

9:10～9:50

野口英世記念館 見学

9:50～10:30

＜移動

10:30～11:20

会津鶴ケ城 天守閣見学

11:20～11:30

＜移動＞

11:30～12:15

昼食 （渋川問屋 七日町 会津郷土料理）

12:15～13:00

＜移動

13:00～13:40

大内宿 見学

13:40～15:00

＜移動

15:00

郡山駅到着、解散

野口英世記念館へ＞
会津鶴ケ城へ＞

大内宿へ＞
郡山駅へ＞

【問い合わせ先／申込先】
（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

２０１６ ＴＮＢ東北ブロック交流会 参加申込書
◆お申込み方法 ＊申込締切日 ８月１９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２日（金）の午前中までにお願いいたします。それ以後のキャンセルに
ついては、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

Ｔ

Ｆ

Ｅ

Ｌ

Ａ

Ｘ

携帯番号
E メ ー ル
■希望コース（希望されるコース、バス利用についてそれぞれ○を付けて下さい）

＜１泊２日＞

①参加費：１５，０００円 （相部屋）
※一人部屋希望の有無

視察会用バス（福島駅西口12:30発）
＜日帰り＞

・有

②参加費：２０，０００（一人部屋）
・無

・ 利用する（3,000円）

・ 利用しない

・ 利用する（3,000円）

・ 利用しない

参加費：１０，０００円

視察会用バス（福島駅西口12:30発）
＜オプションのみ＞

①観光：参加費 ５，０００円

②ゴルフ：参加費３，０００円

■オプションプラン（９／１７（土））に参加される方は、下記のどちらかに○を付けて下さい。

①観光

・参加費 ５，０００円（昼食代、諸経費）
郡山駅にて解散

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となります。
ゴルフ場／ボナリ高原ゴルフクラブ

◎ゴルフコンペご参加の方へ
＊１ ゴルフコンペにご参加の方は、別紙「ＴＮＢゴルフコンペ参加申込書」も併せてお送り下さい。
＊２ ゴルフ場までのアクセス方法についてご連絡下さい。（例：自家用車、送迎必要など）

平成２８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 大山 健太郎

一般社団法人東北ニュービジネス協議会

「２０１６ ＴＮＢ東北６県ブロック交流会ゴルフコンペ」
開 催 のご案 内
初夏の候、会員の皆様におかれましては何かとお忙しいこととご推察申し上げます。
早速ではありますが、「２０１６ TNB 東北６県ブロック交流会 ゴルフコンペ」 を９月１７日(土)に開
催いたします。当日は限られた時間とはなりますが、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に、一緒に盛り上げていきたいと思っております。
ＴＮＢ支部全体交流事業ですので、どうぞ多くの皆様がご参加くださいますようお願い申し上げます。
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】

平成 ２８年９月１７日（土）

集合 ： ＡＭ８：４０

スタート：ＡＭ ９：２０

【ゴ ル フ 場】

「ボナリ高原ゴルフクラブ」 TEL：0242-67-1234
〒969-2752 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻 2855 番地

【コンペ組数】

６組（予定）

【競 技方 法】

当日は、ダブルぺリア方式

【プ レ －費】

１０，０００円程度（ビジター） ＊キャディー無し
※プレー費・昼食代は各自精算

【参

３，０００円（パーティー代、賞品ほか）
※参加費は、別途請求します

加 費】

【ア ク セ ス】

磐梯熱海ＩＣより 20 分（母成グリーンライン利用）
猪苗代磐梯高原ＩＣより 20 分（国道 115 号線利用）

【参加申込み】

平成２８年８月１９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、大変お手数ですが平成２８年９月２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

ＦＡＸ：022-261-2890

（一社） 東北ニュービジネス協議会 行

2016ＴＮＢ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
役

名

Ｈ．Ｄ．Ｃ．Ｐ

年齢

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

会社名
〒
会社住所
担当者氏名
Ｔ Ｅ Ｌ
E-mail

役職名
ＦＡＸ

量

歳

