
 

第１号議案 

                                     

平成 26年度事業報告 
 

運営事業 

１.総会、理事会の開催 

(1)定時総会（平成 26年 6月 11日開催  会場：勝山館） 

    第 1号議案 平成 25年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

    第 2号議案 年会費の改定（案）について 

    第 3号議案 平成 26年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

    第 4号議案 理事、監事の選任について 
 

(2)理事会 

・第１回（平成 26年 5月 27日開催  会場：アイリスオーヤマ青葉ビル会議室） 

     第 1号議案 平成 25年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

     第 2号議案 会費規程の改定（案）について 

     第 3号議案 平成 26年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

     第 4号議案 理事、監事の選任について 

    第 5号議案 平成 26年度定時総会の開催について 

    第 6号議案 新入会員の承認について 

    第 7号議案 協議会規程、要綱の改定（案）について 

    第 8号議案 報告事項 
 
・第２回（平成 26年 6月 11開催  会場：勝山館） 

    第 1号議案 代表理事選定の件 

    第 2号議案 役付理事候補者選定の件 
 
・第３回（平成 27年 1月 27日開催  会場：江陽グランドホテル） 

    第 1号議案 理事の退任、選任について 

    第 2号議案 新入会員の承認について 

    第 3号議案 報告事項 

 

２.委員会活動 

(1)運営委員会 

 ・第 1回（平成 26年 5月 21日開催） 

     議事：新入会員承認、平成 25年度事業報告（案）・収支決算（案）、平成 26年度事業計画（案）・ 

収支予算（案）、理事・監事の改選について、会費規程の改定について、協議会規程・要綱・内規の 

改定について、各県支部活動 
 

 ・第 2回（平成 26年 8月 28日開催） 

    議事：新入会員の承認、東北６県ブロック交流会ついて、各委員会の立ち上げについて、各県支部活動 
 
 ・第 3回（平成 26年 11月 7日開催） 

    議事：新入会員の承認、今後の活動・方向性について、各県支部活動 
 
 ・第 4回（平成 27年 1月 20日開催） 

    議事：新入会員の承認、理事の選任について、各県支部活動 
 
 ・第 5回（平成 27年 3月 19日開催） 

    議事：新入会員の承認、2015東北６県ブロック交流会ついて、今後の方向性について、各県支部活動 
 
(2)広報委員会 

  広報誌「Fｒｏｎｔｉｅｒ」発行に係る企画・編集 

  創刊号（5月発行）、ＶＯＬＵＭＥ．02（12月発行） 



 

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） 16件 

 

会員活動支援事業 

４.「ビジネスマッチ東北 2014」の開催 

  開催日：平成 26年 11月 6日（木）   会場：夢メッセみやぎ   来場者数：7,331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、新潟ニュービジネス協議会 

  協力：仙台商工会議所 

  ＜ビジネス展示会＞ 出展企業数：428団体、413ブース 

  ＜個別商談会＞    参加企業 117団体、参加バイヤー企業数 42団体、商談件数 227件 

  ＜事前セミナー＞   参加者 134社 157名 仙台・盛岡・福島３会場にて 9月に実施 
 

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 23回講演会（平成 26年 7月 28日開催 会場：八戸パークホテル） 

    総会議事 第 1号議案 平成 25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 26年度事業計画及び収支予算（案）承認の件 

           第 3号議案 あおもり支部役員選任の件 

    記念講演「スポーツクラブ運営から考える地域振興／産業振興」 

           講師：㈱ベガルタ仙台 前社長 白幡 洋一 氏 
 

  ②第 24回講演会（平成 26年 11月 26日開催 会場：ラ・プラス青い森） 

    記念講演「大風呂敷経営 進化論！～松下幸之助から孫正義へ～」  

講師：ソフトバンク顧問  嶋  聡 氏 
 

 ＜あきた支部＞ 

  ①支部交流会（平成 26年 7月 7日開催 会場：秋田市にぎわい交流館ＡＵ研修室） 

    記念講演「右手に『志』、左手に『算盤』」  

講師：オガールプラザ㈱ 代表取締役 岡崎 正信 氏 
 

  ②支部交流会（平成 26年 12月 2日開催 会場：ホテルメトロポリタン秋田） 

    記念講演「変化への対応 中小ビジネスの理論と実践」 

           講師：セルコホーム㈱ 代表取締役社長 新本 恭雄 氏 
 

＜いわて支部＞ 

  ①支部総会（平成 26年 5月 26日開催  会場：マリオス） 

     総会議事 第 1号議案 平成 25年度事業報告並びに収支決算承認の件 

            第 2号議案 平成 26年度事業計画並びに収支予算（案）承認の件 

            第 3号議案 ＴＮＢいわて支部規約改定の件 

            第 4号議案 ＴＮＢいわて支部役員改選の件 

     記念講演「農業のビッグバン ～攻めのコスト改善 農業とエネルギー～」 

            講師：㈱舞台ファーム 代表取締役 針生 信夫 氏 
 

  ②支部交流会（平成 27年 1月 22日開催 会場：アイーナ） 

     記念講演「柔らかスピーカーがもたらす音の大革命」  

講師：㈱エンサウンド 代表取締役 管  順一 氏  



 

 ＜やまがた支部＞ 

  ①支部総会、第 33 回やまがたニュービジネス経営塾（平成 26 年 7 月 8 日開催 会場：ホテルメトロポリタ

ン山形） 

     総会議事 第 1号議案 平成 25年度事業実績の承認について 

            第 2号議案 平成 25年度収支決算報告及び監査報告の承認について 

            第 3号議案 平成 26年度事業指針及び計画（案）の承認について 

            第 4号議案 平成 26年度事業収支予算（案）の承認について 

            第 5号議案 一般社団法人移行に伴う山形県支部の規約廃止と新支部規約への移行に 

ついて 

     経営塾 「ニュービジネスへの新たな挑戦」 

           講師：㈱シベール 顧問 ㈱ポラーノの広場 代表取締役 熊谷 眞一 氏 
 
  ②山形イノベーションアワード表彰式、第 34回やまがたニュービジネス経営塾（平成 26年 11月 10日開催 

会場：ホテルメトロポリタン山形） 

     経営塾 「イノベーションアワード受賞企業 事例発表」 

           「山形県の企業成長戦略と企業支援に関する事業について」 

           講師：山形県商工労働観光部 産業政策課 
 
  ③第 35回やまがたニュービジネス経営塾、賀詞交歓会（平成 27年 2月 4日開催 会場：ホテルメトロポリ

タン山形） 

     経営塾  「どうすれば地域企業、地域経済は発展するか －熱き志での実践体験を通して－」 

             講師：（公社）ニュービジネス協議会連合会 会長 

ＮＳＧ新潟総合学院 総長 池田  弘 氏 
 

 ＜ふくしま支部＞ 

   ①第 32回会員交流会（平成 26年 4月 14日開催 会場：郡山ビューホテルアネックス）  

     記念講演「フルーツ文化創造企業を目指して ～５４才マイナスからの挑戦～」 

            講師：㈱青木商店 代表取締役会長兼社長 青木 信博 氏 
 

   ②第 9回総会並びに第 33回会員交流会（平成 26年 6月 26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 9期事業報告並びに決算報告 

     記念講演「右手に『志』、左手に『算盤』」 

            講師：オガールプラザ㈱ 代表取締役 岡崎 正信 氏 
 

   ③第 34回会員交流会（平成 26年 9月 10日開催 会場：サンパレス） 

     記念講演会「スポーツクラブ運営から考える地域振興／産業振興」 

            講師：㈱ベガルタ仙台 前社長 白幡 洋一 氏 
 

  ④第 35回会員交流会（平成 26年 12月 9日開催 会場：ＫＩＯＫＵＮＯＭＯＲＩ） 

     記念講演会「医療機器産業の現状とビジネスチャンス」 

            講師：（一財）ふくしま医療機器産業推進機構 理事長 菊池  眞 氏 
 

⑤新春賀詞交歓会へ支部全体参加と会員交流会（平成 27年 1月 27日開催 ） 

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 26年 6月 11日開催  会場：勝山館） 

  講演「世界中に美しい人を創る」  

  講師：（一社）東京ニュービジネス協議会 会長 

㈱ミス・パリ  代表取締役 下村 朱美 氏 



 

(2)トークインサロンの開催 

・第 1回（平成 26年 6月 6日開催）  

  「グローバル人材の育成・活用による東北地域活性化を目指して」 

  講師：（一財）東北多文化アカデミー  代表理事 押谷 祐子 氏 
 
・第 2回（平成 26年 7月 25日開催）  

  「－知的財産をと高度技術を生かして－ 東北を世界の医療機器創生拠点に」 

  講師：知と医療機器創生宮城県エリア プロジェクトディレクター  後藤 順一 氏 
 
・第 3回（平成 26年 8月 28日開催） 

  「トーク＆ライブ ｉｎ ＫＥＮＴＯＳ」 

  講師：セルコホーム㈱ 代表取締役社長  新本 恭雄 氏 
 
・第 4回（平成 26年 10月 24日開催） 

  「東日本大震災に遭遇して得た人生観、価値観」 

  講師：医療法人社団葵会 一番町南診療所 名誉委員長 本田 剛彦 氏 

 

 (3)2013ＴＮＢ東北 6県ブロック交流会の開催 

 平成 26年 9月 26日～27日開催  会場：岩松旅館（宮城県） 

  ＜企業視察＞ トヨタ自動車東日本㈱ 宮城大衡工場、秋保ヴィレッジ「アグリエの森」 

   ＜大交流会＞、＜ゴルフコンペ＞、＜観光＞ 

 

 (4)ＴＮＢ視察会・会長懇談会 

  平成 26年 12月 4日開催 

   ＜企業視察＞ ㈱ＧＲＡ、舞台アグリイノベーション㈱ 

  ＜シンポジウム＞ 講師：（一社）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 

                    舞台アグリイノベーション㈱ 代表取締役 針生 信夫 氏 

                    ㈱ＧＲＡ 代表取締役 岩佐 大輝 氏 
 

(5)新春賀詞交歓会の開催 

  2015新春賀詞交歓会（平成 27年 1月 27日開催  会場：勝山館） 

  ＜記念シンポジウム＞ 「まち、ひと、しごと創生におけるニュービジネス協議会の役割」  

              講師：（公社）日本ニュービジネス協議会連合会 会長 

                  新潟総合学園 総長 池田  弘 氏  
                  （一社）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  
                  （一社）東北ニュービジネス協議会 副会長 

                  セルコホーム㈱ 代表取締役社長 新本 恭雄 氏  
＜第 21回東北ニュービジネス大賞表彰制度表彰式＞、＜賀詞交歓会＞ 

 

◆(公社)日本ニュービジネス協議会連合会(JNB)関連 

 (1)第 10回新事業創出全国フォーラムｉｎ静岡の開催 

開催日：平成 26年 11月 20日  会場：グランディエール ブケトーカイ  

   ＜第 9回ニッポン新事業創出大賞発表・表彰式＞ 

＜基調講演＞「夢への挑戦 ～モビリティの未来を開く～」 

         講師：本田技研工業㈱ 取締役専務執行役員 

㈱本田技術 代表取締役社長執行役員 山本 芳春 氏 

＜パネルディスカッション＞、＜大懇親会＞ 

 



 

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） 

 ⑥経営研究部会（部会長：㈱経営再構築プラン 代表取締役 小山 久義 氏） 

 ⑦ビジネス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） 

 ⑧６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） 

 

 表彰事業                                                     

８.第 21回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 

 募集期間：平成 26年 11月～12月 

 審査期間：平成 26年 12月～平成 27年 1月 

 発 表：平成 27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 27年 1月 27日） 

 受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

            ㈱青木商店  代表取締役会長兼社長 青木 信博 氏（福島県郡山市） 

          ＜東北アントレプレナー大賞＞ 

         ㈱モディー  代表取締役社長 村上 竜也 氏（岩手県一関市） 

          ＜ソーシャル賞アントレプレナー大＞ 

         ノースビレッジ合同会社 代表社員 栗谷川 柳子 氏（青森県三戸郡） 

 

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

９.「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)被災地に出向者派遣 

   経済同友会（東京）の会員企業を中心に被災地の 3自治体及び仙台・東京の運営事務局に派遣出向。 

    気仙沼市役所 6名、釜石市役所 4名、大船渡市役所 3名、東京リエゾン事務所 2名、仙台統括事局 

 4名 合計 19名 
 

(2)人材育成道場の運営支援 

    気仙沼第 2期   ：平成 26年 2月～8月開催。塾生 19名。 

    気仙沼第 3期   ：平成 26年 10月～3月開催。塾生 16名。 

    釜石・大船渡第 2期：平成 26年 7月～26年 12月開催。塾生 21名。 
  

(3)東北未来創造会議/東北未来創造塾の企画運営支援 

    東北未来創造会議  ：平成 26年 7月 15日  被災自治体３市長、経済同友会と創造的復興協議。 

    東北未来創造塾   ：平成 27年 3月 6.7.8日 福島県郡山市にて社会起業家対象に実施。 


