
第１号議案 

平成 21年度事業報告（案） 

 

運営事業 

1.総会、理事会の開催 
(1)通常総会（平成 21年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議題：第 1号議案 平成 20年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

     第 2号議案 平成 21年度事業計画（案）及び事業計画（案）の承認 

     第 3号議案 理事の選任について 

  ＜記念講演会＞ 演題「見えてきた世界同時丌況の出口 －日本の新成長戦略－」 

              講師：前経済産業省事務次官 

                  （社）日本ニュービジネス協議会連合会 顧問 

                  日本生命保険相互㈱ 特別顧問 

                  北畑 隆生 氏 

(2)理事会 

 ・第１回（平成 21年 7月 書面審議にて開催） 

 議題：第 1号議案 委員会委員長の選任（案）について 

 ・第２回（平成 21年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議題：第 1号議案 新入会員の承認について 

     第 2号議案 平成 20年度事業報告（案）及び収支決算（案） 

     第 3号議案 平成 21年度事業計画（案）及び事業計画（案） 

     第 4号議案 理事の選任について 

 ・第３回（平成 21年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議題：第 1号議案 役付き役員の選任について 

 ・第４回（平成 22年 1月 27日開催  会場：勝山館） 

 議題：第 1号議案 新入会員の承認について 

     第 2号議案 会員拡大の推進について 

     第 3合議案 組織・財政検討委員会の今年度の活動について 

 ・第５回（平成 22年 6月 30日開催  会場：大和証券仙台ビル会議室） 

 議題：第 1号議案 新入会員の承認について 

     第 2号議案 組織・財政検討委員会からの答申について 

     第 3合議案 平成 21年度事業報告（案）並びに収支決算（案） 

     第 4号議案 平成 22年度事業計画（案）並びに収支予算（案） 

     第 5号議案 協議会事務局移転について 

 

2.委員会活動 
(1)運営委員会 

 ・第１回（平成 21年 7月 24日開催） 

議題：運営委員会の機能について、新入会員の承認 他 

 ・第２回（平成 21年 8月 21日開催） 

   議題：新入会員の承認、会員交流部会からの提案事項について 他 

 ・第３回（平成 21年 10月 16日開催） 

   議題：新入会員の承認、会員交流部会からの提案事項について 他 

 ・第４回（平成 21年 12月 18日開催） 

   議題：新入会員の承認、会員交流部会からの提案事項について、広報委員会及び研修委員会から 

            の提案事項について、研究部会からの提案事項について 他 

 ・第５回（平成 22年 2月 25日開催） 

   議題：新入会員の承認、会員拡大の推進について、平成 21年度収支状況について 他 



 ・第６回（平成 22年 4月 16日開催） 

   議題：新入会員の承認、平成 21年度収支状況について 他 

 ・第７回（平成 22年 6月 18日開催） 

   議題：新入会員の承認、会員拡大の推進について、平成 21年度決算見込みについて、 

            平成 22年度事業計画（案）について 他 
 
(2)広報委員会 

 ・第１回（平成 21年 8月 24日開催） 

   議題：広報委員会の進め方について、今後の委員会で取り組む事案 他 

 ・第２回（平成 21年 11月 30日開催） 

   議題：ベガルタ仙台Ｊ１昇格における会員向けニュービジネス創出の企画 他 
 
 (3)研修委員会 

 ・第１回（平成 21年 8月 25日開催） 

   議題：委員会の位置づけ、委員会の進め方、年間活動計画 他 

 ・第２回（平成 21年 10月 20日開催） 

   議題：会員ニーズ調査について 
 

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） 43件 

 

会員活動支援事業 

4.「ビジネスマッチ東北 2009」の開催 
  開催日：平成 21年 11月 11日（水）   会場：夢メッセみやぎ 展示棟・会議棟  来場者数：5,403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、東経連事 

業化センター 

  共催：みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業実行委員会、（財）みやぎ産業交流センター、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：201団体 256ブース 

  情報・ＩＴ、電気・機械、環境・くらし、健康・福祉、食と農、観光、その他の 7 ｼﾞｬﾝﾙにて構成 

  ＜講演会＞ 

    演題「勝つより負けない企業経営」   講師：㈱シリウス  代表取締役 佐藤 幸夫 氏 
 

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（平成 21年 7月 2日開催  会場：八戸パークホテル） 

     総会議事 第 1号議案 平成 20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 21年度事業計画及び収支予算（案）承認の件 

  第 3号議案 規約の一部変更について 

  第 4号議案 役員の改選について 

     講演会 演題「変化対応の企業経営」 

  講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 

  ②第 12回講演会（平成 21年 11月 19日開催  会場：八戸パークホテル） 

     講演会 演題「世界の果てから日本を見て」 

  講師：伊藤忠商事㈱ 東北支社長 細川 達也 氏 

  ③第 13回講演会（平成 22年 2月 19日開催  会場：八戸パークホテル） 

     講演会 演題「企業再生」 

  講師：オエノンホールディングス㈱  代表取締役社長 長井 幸夫 氏 
 
 



 ＜いわて支部＞ 

  ①支部総会（平成 21年 8月 28日開催  会場：マリオス） 

総会議事 第 1号議案 平成 20年度事業報告及び収支決算承認の件 

     第 2号議案 平成 21年度事業計画及び収支予算（案）の承認の件 

記念講演 演題「変化対応の企業経営」 

       講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏  

  ②支部交流会（平成 22年 2月 26日開催  会場：マリオス） ※月例会合同開催 

     講演会 演題「新機軸はモノから人へ ～感情をベースにした農業経営を考える～」 

  講師：せいぶ農産ダイレクト㈱  専務取締役 宮川 光太郎 氏 

  ③支部交流会（平成 22年 5月 28日開催  会場：マリオス） 

     講演会 演題「二代目社長の組織改革 ～事業の継承と顧客価値創造への取り組み～」 

  講師：岩手環境保全㈱  代表取締役社長 及川 芳孝 氏 
 

 ＜山形県支部＞ 

  ①支部総会、第 13回やまがたニュービジネス経営塾 

（平成 21年 8月 31日開催  会場：霞城セントラル） 

 総会議事 第 1号議案 平成 20年度事業実績について 

  第 2号議案 平成 20年度収支決算および監査報告について 

  第 3号議案 平成 21年度事業計画について 

  第 4号議案 平成 21年度収支予算について 

  第 5号議案 規約の改正について 

  第 6号議案 役員改選について 

 経営塾 演題「大商、躍進の経営戦略 －その成長の秘密－」 

  講師：山形県商工会連合会会長 

㈱大商  代表取締役 小野木 覚 氏 

  ②第 14回やまがたニュービジネス経営塾（平成 21年 11月 16日開催  会場：霞城セントラル） 

    第一講 演題「豆を究め、喜びを創る －豆菓子日本一の企業経営戦略－」 

  講師：㈱でん六  代表取締役社長 鈴木 隆一 氏 

    第二講 演題「農商工連携認定事業に学ぶ事業のヒント」 

  講師：東北経済産業局  新事業促進室長 藤井 春美 氏 

  ③第 15回やまがたニュービジネス経営塾（平成 22年 2月 2日開催  会場：ホテルメトロポリタン） 

    第一講 演題「激変する経済環境と新たな経営への出発 －新局面のイノベーション経営－」 

  講師：東北大学大学院 経済学研究科 教授 大滝 精一 氏 

    第二講 演題「下請け企業の底力 －脱下請け、明日に向けた新たなビジネスモデルの展開－」 

  講師：㈱下請の底力  代表取締役 登内 義也 氏 

       取締役 羽廣 保志 氏 

  ④第 16回やまがたニュービジネス経営塾（平成 22年 5月 17日開催  会場：霞城セントラル） 

    第一講 演題「我が社の世界一に向けた挑戦 －心の力が己を拓く－」 

  講師：㈱ウエノ  代表取締役社長 上野 隆一 氏 

    第二講 演題「工業製品・農産物等の県産品輸出促進戦略」 

  講師：日本貿易振興機構（ジェトロ） 山形貿易センター所長 武田 廣 氏 
 

 ＜ふくしま支部＞ 

  ①幹事会（平成 21年 8月 6日開催  会場：ウェディング・エルティ） 

議 題  1．第 4期事業報告並びに決算報告 

2．第 5期事業計画並びに予算案 

②第４回総会並びに第 18回会員交流会（平成 21年 8月 6日開催  会場：ウェディング・エルティ） 

総会議案 第 1号議案  第 4期事業報告並びに決算報告 

         第 2号議案  第 5期事業計画並びに予算案 

講演会 演題「先端医療における福島モデル」  

      講師：公立大学法人福島県立医科大学 付属棒院長 竹之下誠一 氏 

 



  ③第 19回会員交流会＜移動交流会ｉｎ会津＞（平成 21年 11月 25日開催  会場：会津若松ワシント 

ンホテル） ※月例会合同開催 

講演会 演題「変化対応の企業経営」 

        講師：(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 

  ④幹事会（平成 22年 2月 4日開催  会場：茶房 蔵室宮） 

議 題  1.会員増強について 

  ⑤第 20回会員交流会（平成 22年 4月 27日開催  会場：ウェディング・エルティ） 

講演会 演題「ソーシャル・マーケティングによる業態変革へのチャレンジ  

～これからの地域密着戦略～」 

     講師：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 
 

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「産学官交流のつどい」（後援） 

  平成 21年 7月 7日開催  会場：ウェディングエルティ 

  主催：福島県中小企業団体中央会、福島県電子機械工業会 

②「Entrepreneur Of The Year JAPAN東北地区大会」（後援） 

  平成 21年 8月 26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 

③「第 3回ＣＳＲセミナーｉｎせんだい」（後援） 

  平成 21年 8月 28日開催  会場：仙台市市民活動サポートセンター 

  主催：特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

④「産学官連携フェア 2009」（後援） 

  平成 21年 10月 14日開催  会場：仙台国際センター 

  主催：（財）みやぎ産業振興機構 

⑤「エコプロダクツ東北 2009」（後援） 

  平成 21年 10月 15日～17日  会場：夢メッセみやぎ 

  主催：特定非営利活動法人環境会議所東北 

⑥「第 2回ビジネスマッチング市場」（後援） 

  平成 21年 11月 14日開催  会場：会津若松商工会議所会館 

  主催：会津若松商工会議所  

⑦「第 6回せんだいデザイン・ウィーク 2009」（後援） 

  平成 21年 12月 11日～16日開催  会場：せんだいメディアテーク 

  主催：せんだいデザイン・ウィーク実行委員会 

⑧「第 47回産学官新春交流大会」（後援） 

  平成 22年 1月 27日開催  会場：仙台国際センター 

  主催：(社)みやぎ工業会 

⑨「成功するＭ＆Ａセミナー」（後援） 

  平成 22年 1月 28日開催  会場：仙台商工会議所 

  主催：㈱経営再構築プラン 

⑩「元リッツ・カールトン大阪 総拢支配人 林田正光講演会」（後援） 

  平成 22年 5月 13日開催  会場：情報産業プラザ多目的ホール 

  主催：㈱ソフトキャンパス 

⑪「第 48回産学官交流大会」（後援） 

  平成 22年 6月 23日開催  会場：仙台国際センター 

  主催：(社)みやぎ工業会 

⑫「地球目線から覗く木のまちづくりフォーラム」（後援） 

  平成 22年 6月 26日開催  会場：せんだいメディアテーク 

  主催：次世代木質建築推進協議会（ＮＥＷＣＡ） 



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)月例会の開催 

 ・第１回（平成 21年 10月 22日開催  会場：ハーネス仙台） 参加人数 40名 

   演題「プロスポーツビジネス（ベガルタ仙台）を通した１年間の学びと気づき」 

   講師：㈱ベガルタ仙台  代表取締役社長 白幡 洋一 氏 

 ・第２回（平成 21年 11月 25日開催  会場：会津若松ワシントンホテル）  

参加人数：220名（内、ＴＮＢ会員 40名） ※ふくしま支部、会津若松商工会議所合同開催 

   演題「変化対応の企業経営」 

   講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 

 ・第３回（平成 22年 2月 26日開催  会場：マリオス） 参加人数：36名 ※いわて支部合同開催 

   演題「新機軸はモノから人へ －感情をベースにした農業経営を考える－」 

   講師：せいぶ農産ダイレクト㈱  専務取締役 宮川 光太郎 氏 

 ・第４回（平成 22年 5月 21日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 参加人数：43名 

   演題「今こそ、発想の転換を」 

   講師：（財）日本総合研究所  理事長 野田 一夫 氏 
 
 (2)トークインサロンの開催 

 ・第１回 移動トークインサロン・視察会（平成 21年 12月 17日開催） 参加人数：17名 

    視察先：ホテル佐勘（仙台市） 講師：ホテル佐勘 代表取締役社長 佐藤 勘三郎 氏 

 ・第２回（平成 22年 3月 19日開催） 参加人数：19名 

「元気な店でいるために」  講師：玉澤総本店  代表取締役 芳賀 寛 氏 

 ・第３回（平成 22年 4月 22日開催） 参加人数：33名 

    「生産者からみた食糧自給率の実像 －ニュービジネスが農業を変えるー」 

    講師：㈱大潟村あきたこまち生産者協会 代表取締役社長 涌井 徹 氏 

 ・第４回（平成 22年 6月 18日開催  会場：唄屋） 参加人数：20名 

「アコースティック ミュージック －ＩＮ ＴＨＥ ＷＩＮＤ－」 

演奏：インザウィンド（エフエム福島 菊地 美一氏、菊地 陽子氏）、マッシュ桜井氏 
 

 (3)新春賀詞交歓会の開催 

 ・2010新春賀詞交歓会（平成 22年 1月 27日開催  会場：勝山館） 

  ＜記念講演会＞ 演題「存在感ある日本づくり －実験国日本を 21世紀の奇跡に－」 

              講師 早稲田大学ビジネススクール 教授 

                  （社）日本ニュービジネス協議会連合会 副会長 

                  松田 修一 氏 

  ＜第 16回東北ニュービジネス大賞表彰制度 表彰式＞ 

◆(社)日本ニュービジネス協議会連合会(JNB)関連 

 (1)第 5回新事業創出全国フォーラムｉｎ福岡の開催 

開催日：平成 21年 10月 29日  会場：ソラリア西鉄ホテル  

   ＜日本新事業創出大賞発表・表彰式＞ 

    ◎企業部門        最優秀賞 ㈱アールエフ 

    ◎アントレプレナー部門  最優秀賞 ㈱ジオパワーシステム 

    ◎支援部門        最優秀賞 特定非営利活動法人ＳＯＨＯ・アット・しずおか 

   ＜基調講演＞  

演題「丌況下の企業経営と将来展望」 

     講師：トヨタ自動車㈱  代表取締役会長 張 富士夫 氏 

   ＜シンポジウムⅠ＞ 「九州の“賢者”５人が熱き思いを語る！」 

   ＜シンポジウムⅡ＞ 「農商工連携による新事業創出への挑戦 ～中小企業の新たな連携ステージを 

目指して～」 

   ＜交流会＞ 
 



 (2)中国経済ミッション・上海万卙視察会の開催 

   日程：平成 22年 6月 24日～27日 ※仙台発は 6月 23日～27日 

   参加人数：57名（10協議会） ※内、ＴＮＢ会員 11名 
    

8.研究部会活動 
 ①日本酒を楽しむ研究部会（部会長：㈱浜千鳥 代表取締役 新里 進 氏） 

 ②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） 

 ③喰わいん部会（部会長：高奥 満 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会員交流部会（部会長： ㈱プロジェクト地域活性 代表取締役 望月 孝 氏、日東通信㈱ 代表取締役  

髙橋 進太郎 氏） 

 ⑥流通ビジネス研究部会（部会長：リティル研究所 所長 羽田野 昌弘 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： 

 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地域観光資源の有効活用研究部会（部会長：㈱Ｙ．Ｍコーポレーション 代表取締役 山田 純 氏） 

 ⑪マーケティング・販促部会（部会長：㈱仙台リビング新聞社 開発担当部長 鈴木 平一 氏） 

 ⑫産業観光部会（部会長：㈱仙台リビング新聞社 開発担当部長 鈴木 平一 氏） 
  

9.国内外の企業視察・見学会の実施 
 ①アイリスオーヤマ㈱視察会（平成 21年 9月 3日開催  於：宮城県角田市） 参加人数：37名 

  事業内容：生活用品の企画・製造・販売（収納・インテリア用品、ペット用品、ガーデニング用品、家庭 

用品・ホームエレクトロニクス、資材等） 

 ②㈱ハローデイ視察会（平成 21年 10月 30日開催  於：福岡市） 参加人数：8名 

  事業特色：破綻寸前の父のスーパーに入社。翌年に純利益を生む。店内や商品のディスプレーに工夫、 

アミューズメントパーク化が特徴。モットーは、お客様を楽しませ、従業員も楽しんで仕事をす 

る。経営も 18期連続で増収増益、日本一視察が多いスーパー。 

 ③㈱エマキ、宮泉銘醸㈱会津酒造歴史館視察会（平成 21年 11月 25日開催  於：会津若松市） 

  参加人数：6名 

   事業特色：㈱エマキ／動画データから全自動で絵巻物のように正確な連続画像を、簡単に安価に作成 

可能な技術を開発。新潟中越地震や山岳災害現場の全体画像写真で高評価。臨床医療分 

野をはじめ用途は無限大。 

宮泉銘醸㈱／自社の使用中の酒蔵を観光客に開放。年間 30万人の観光客を誘致する国内 

酒造歴史館の先駆。七日町通りに蒲生氏郷所縁の南蛮館も開設。 

 ④㈱シリウス視察会（平成 22年 2月 26日開催  於：盛岡市） 参加人数：14名 

   事業特色：5年連続岩手県持ち家着工ランキング第 1位。借入金ゼロ、高い自己資本比率を有し、社 

          員教育を最重要視、アイフルホームブランドの他、オリジナルブランドのシュガーホームも手掛 

ける。 

 

 表彰事業                                                     

10.第 16回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 
 募集期間：平成 21年 10月～12月 

 審査期間：平成 21年 12月～平成 22年 1月 

 発 表：平成 22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 22年 1月 27日） 

 受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

          ㈱池月道の駅 （宮城県大崎市）  

           代表取締役社長 佐藤 仁市 氏 

           事業内容：「あ・ら・伊達な道の駅」管理運営 

 



        ＜東北アントレプレナー大賞＞ 

            ㈱アイカムス・ラボ （岩手県盛岡市） 

           代表取締役 片野 圭二 氏 

           事業内容：マイクロアクチュエーター（駆動装置）とその応用製品の開発・製造・販売 

            ㈲舟形マッシュルーム （山形県最上郡） 

           代表取締役 長澤 光芳 氏 

           事業内容：マッシュルームの生産販売。乾燥マッシュルーム（スライス・パウダー）、その他 

加工品各種、廃菌床の販売 

          ＜ソーシャルアントレプレナー大賞＞ 

            特定非営利法人ネットワークオレンジ （宮城県気仙沼市） 

           代表理事 小野寺 美厚 氏 

             事業内容：知的障害者の社会参加支援事業、児童デイサービスや兄弟養育の支援事業 

「地域塾」、各種地域コミュニティーの創出など 

受託事業 

11.循環型社会対応産業クラスター委員会の推進 
循環型社会対応産業クラスター委員会を中心に、産学官の連携の下、参加各研究会との連携、セミナー・シ 

 ンポジウムの開催、ホームページやメール配信による情報提供及び展示会等販路開拓の支援事業を実施。 

(1)ネットワーク形成事業 

 ＜クラスターマネージャー配置事業＞ 

 ・クラスター形成活動、連携促進活動を実施。企業・自治体訪問等のべ20件（企業訪問7、情報収集他13） 
 
(2)連携促進事業 

 ＜各種研究会活動支援事業＞ 

 ①企画委員会（拠点事業評価委員会）の開催 

   第 1回（平成 21年 10月 7日）、第 2回（平成 22年 3月 24日） 

 ②東北マグネシウム研究会（会員数：20名） 

   高度な鋳造やリサイクル技術の検討に加え、製品の軽量化等に期待が高いＭｇの活用を図る取り組み。 

   第 27回（平成 21年 7月 17日）他計 5回開催 

 ③環境経営セミナー「資源リサイクル最前線～環境社会の実現に向けて～」 

   （平成 21年 10月 15日開催  会場：夢メッセみやぎ会議棟大ホール） 

  ◎基調講演「資源リサイクルの現状と将来展望」 

    講師：東北大学 多元物質科学研究所 教授 中村 崇 氏 

  ◎実践報告 

   「企業ネットワークが目指す地域ゼロミッションシステム」 

    講師：東北東京鐵鋼㈱ 取締役工場長 須郷 秀一 氏 

   「北九州エコタウンの概要と将来ビジョン」 

    講師：北九州市環境局環境経済部 環境産業政策室エコタウン事業調整担当係長 山下耕太郎 氏 

 ＜委託調査事業＞ 

   調査事業名：「東北地域の非鉄金属リサイクル基礎調査」 

   調査期間 平成 22年 2月 1日～3月 23日 

   調査内容 ①東北地域における非鉄金属リサイクルのポテンシャル評価 

            ②東北地域における非鉄金属リサイクル分野の技術開発シーズの調査 

   ③我が国の将来的なリサイクル需要可能性調査 

＜非鉄金属リサイクル広報資料制作＞ 

 ・非鉄金属リサイクルの取り組みに関するパンフレット、パネル制作 

＜ホームページ、メーリングリストの運営＞ 

 ・ＨＰを活用した情報発信 30件  ・メール配信システムを活用したメール配信 40件 

 ・ＨＰアクセス件数 約 11,000件 


