
 

 

 

平成 22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 22年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議事：第１号議案 平成 21年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

      第２号議案 平成 22年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

第３号議案 任期満了による理事・監事の選任について 

 ＜記念講演会＞ 演題「勝利への伴走者」 

                  講師：福島大学 人間発達文化学類 教授 川本 和久 氏 
 

 (2)理事会 

 ・第１回（平成 22年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議事：第１号議案 新入会員の承認について 

     第２号議案 協議会組織図の見直し（案）について 

     第３号議案 委員会規程の改定（案）について 

     第４号議案 平成 21年度事業報告（案）及び収支決算（案） 

     第５号議案 平成 22年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

     第６号議案 任期満了による理事・監事の選任について          

 ・第２回（平成 22年 9月 2日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 議事：第１号議案 役付き役員の選任について 

 ・第３回（平成 23年 1月 25日開催 会場：ホテル仙台プラザ） 

 議事：第１号議案 新入会員の承認について 

     第２号議案 会費規程の見直しについて 

     第３号議案 公益法人改革への対応について 

 ・第４回（平成 23年 6月 21日開催 会場：大和証券仙台ビル会議室） 

 議事：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）及び収支予算（案） 

     第４号議案 特別委員会の設置について 

     第５号議案 理事の就任について 

     第６号議案 役付き役員の選任について 

 

２.委員会活動 

(1)運営委員会 

 ・第１回（平成 22年 8月 20日開催） 

 議事：新入会員の承認、組織財政検討委員会の最終答申、他 

 ・第２回（平成 22年 10月 15日開催） 

 議事：新入会員の承認、委員会並びに部会活動からの提案事項、他 

 ・第３回（平成 22年 12月 17日開催） 

 議事：会員動向について、運営委員会副委員長および運営委員の選任について、他 

 ・第４回（平成 23年 2月 18日開催） 

 議事：新入会員の承認並びに会員動向について、各県支部活動について、他 

 ・第５回（平成 23年 5月 20日開催） 

 議事：新入会員の承認並びに会員動向について、各県支部活動について、下期実施予定の事業、他 



 

 ・第６回（平成 23年 6月 17日開催） 

 議事：平成 22年度事業実施状況、収支決算見込みについて、平成 23年度事業計画、他 
 

 (2)広報委員会 

 ・第１回（平成 22年 9月 13日開催） 

 議事：今年度の広報委員会活動について、TNBホームページリニューアルについて 

 ・第２回（平成 22年 10月 14日開催） 

 議事：TNBホームページリニューアルの最終確認、進め方、仕様（素案）、委託先公募内容について 
 

 (3)研修委員会 

 ・第１回（平成 22年 12月 2日開催） 

 議事：研修委員会の位置づけ、役割、会員ニーズ調査について 

 ・第２回（平成 23年 2月 16日開催） 

 議事：研修委員会の位置づけ、役割、会員ニーズ調査について 
 

(4)復興支援委員会 

・第１回（平成 23年 5月 26日開催） 

 議事：在日米国商工会議所東京事務所並びに大阪事務所からの寄付について、今後の支援活動に 

ついて 

・ワーキング委員会（平成 23年 6月 9日開催） 

 議事：在日米国商工会議所のビジネスプレゼンテーションについて 

 

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） 91件 

 

会員活動支援事業 

４.「ビジネスマッチ東北 2010」の開催 

  開催日：平成 22年 10月 27日（水）   会場：夢メッセみやぎ 展示棟・会議棟  来場者数：6,947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、（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、 

新潟ニュービジネス協議会 

  ＜ビジネス展示会＞ 

   出展企業数：358団体 347ブース 

  情報・ＩＴ、電気・機械、環境・くらし、健康・福祉、食と農、観光、企画出展、その他の 8 ｼﾞｬﾝﾙにて 

構成 

  ＜学術機関プレゼンテーション＞ 

   弘前大学、秋田県立大学、山形大学、岩手大学、会津大学、東北公益文科大学、鶴岡工業高等 

専門学校、青森県産業技術センター、農研機構東北農業研究センター 

  ＜講演会＞ 

 演題「おもてなしの心」   講師：㈱パネット  代表取締役社長 畑中 美耶子 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 22年 7月 16日開催  会場：八戸パークホテル）※月例会合同開催 

 総会議事 第１号議案 平成 21年度事業報告及び収支決算承認の件 

        第２号議案 平成 22年度事業計画及び収支予算（案）承認の件 



 

 記念講演 演題「変化対応の経営」 

        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 15回講演会（平成 22年 12月 20日開催  会場：八戸パークホテル） 

 記念講演 演題「食卓が変わるニュービジネス最前線 

－米・玄米粉が生み出す 21世紀の農業を目指して－」 

        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 

  ③第 16回講演会（平成 23年 6月 20日開催  会場：八戸パークホテル） 

 記念講演 演題「決断のとき」 

        講師：㈱シリウス 代表取締役 佐藤 幸夫 氏 
 

 ＜いわて支部＞ 

  ①支部総会（平成 22年 8月 18日開催  会場：マリオス） ※月例会合同開催 

 総会議事 第１号議案 平成 21年度事業報告並びに収支決算承認の件 

        第２号議案 平成 22年度事業計画並びに収支予算（案）承認の件 

 記念講演 演題「ピンチはビックチャンス」 

        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 11月 30日開催  会場：マリオス） 

 記念講演 演題「ドンドンダウンが売れる秘密、教えます 

   ―ヒットモデルの考え方と自動的にモチベーションが上がるスタッフ教育－」 

        講師：㈱ドンドンアップ  代表取締役 岡本 昭史 氏 

  ③支部交流会（平成 23年 2月 22日開催  会場：マリオス） 

 記念講演 演題「産学官連携から新規事業参入は５年かけろ！ 

   －花巻地域企業支援の経験から 決め手は経営者の決断－」 

        講師：国立大学法人岩手大学地域連携推進センター 

   産学官連携コーディネーター 佐藤 利雄 氏 
 

 ＜山形県支部＞ 

  ①支部総会、第 17回やまがたニュービジネス経営塾（平成 22年 8月 23日開催  会場：霞城セントラル） 

 総会議事 ①平成 21年度事業実績について 

        ②平成 21年度決算及び監査報告について 

        ③平成 22年度事業計画について 

        ④平成 22年度収支予算について 

 経営塾  演題「日本でいちばん大切にしたい会社」 

        講師：法政大学大学院 政策創造研究科 教授 坂本 光司 氏 

  ②第 18回やまがたニュービジネス経営塾（平成 22年 11月 1日開催  会場：霞城セントラル） 

 第一講  演題「米粉製造業日本一を目指して －既存米作農業からニュービジネスへ－」 

        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 

 第二講  演題「米粉の新しい利活用への取り組み」 

        講師：東北ぼんち製菓㈱ 代表取締役専務 阿部 孝一 氏 

  ③第 19回やまがたニュービジネス経営塾（平成 23年 1月 28日開催  会場：霞城セントラル） 

 演題「収縮する日本経済のなかで企業が成長するには 

  ―新たな経営革新と海外市場進出の可能性－」 

 講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 

  ④第 20回やまがたニュービジネス経営塾（平成 23年 4月 22日開催  会場：霞城セントラル） 

 演題「先端技術開発とあたたかい企業経営を目指して 

  －次世代電池の評価・試験装置開発ビジネスに賭けた半生－」 

 講師：東洋システム㈱ 代表取締役 庄司 秀樹 氏 
 
 



 

 ＜ふくしま支部＞ 

   ①第５回総会並びに第 21回会員交流会（平成 22年 8月 3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５期事業報告並びに決算報告 

        第２号議案 第６期事業計画並びに予算案 

 記念講演 演題「農業生産者が生み出すニュービジネス－農業の現場が動くと消費が変わる－」 

        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 

   ②第 22回会員交流会（平成 22年 12月 8日開催  会場：ウェディング・エルティ） 

 記念講演 演題「危機をチャンスに！！」 

        講師：元 本田技研工業㈱ 常務取締役  石津谷 彰 氏 

   ③新春賀詞交歓会へ支部全体参加と会員交流会（平成 23年 1月 25日開催 会場：ホテル仙台プラザ） 

   ④第 23回会員交流会（平成 23年 6月 29日開催  会場：サンパレス福島） 

 記念講演 演題「震災を経て見えた大事なもの」 

        講師：㈲マイティー千葉重 代表取締役 千葉 大貴 氏 
 

＜あきた支部＞ 

  ①支部総会（平成 22年 11月 24日開催  会場：ホテルゆぽぽ）※月例会合同開催 

 総会議事 第１号議案 平成 22年度事業計画案並びに予算案について 

        第２号議案 役員の選任いついて 

 記念講演 演題「ピンチはビックチャンス－メーカーベンダーの革新－」 

        講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 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 22年 7月 7日開催  会場：コラッセふくしま 

  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「第 51回全国ＩＥ年次大開」（後援） 

  平成 22年 7月 7日～9日開催  会場：仙台国際センター 

  主催：東北インダストリアル・エンジニアリング協会他 

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

  平成 22年 8月 4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「産学官連携フェア 2010みやぎ－研究成果発表・交流の集い－」（後援） 

  平成 22年 10月 18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「第 7回デザインウィークｉｎ仙台 2010」（後援） 

  平成 22年 12月 10日～15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仙台実行委員会 

⑥「＜ISO2600＞とこれからの地域社会～組織の社会的責任（SR）を考える勉強会～」（後援） 

  平成 22年 12月 15日開催  会場：仙台市青年文化センター 

  主催：（財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（ＭＥＬＯＮ） 

⑦「第 49回産学官新春交流大会」（後援） 

  平成 23年 1月 20日開催  会場：仙台国際センター 

  主催：（社）みやぎ工業会 

⑧「第 9回東北ポリテクニックビジョン」（後援） 

  平成 23年 2月 18日～19日開催  会場：東北職業能力開発大学校、栗原市栗原文化会館 

  主催：（独）雇用・能力開発機構 

 



 

⑨「農商工連携シンポジウム」（後援） 

  平成 23年 2月 23日開催  会場：会津若松ワシントンホテル 

  主催：会津若松商工会議所、会津若松商工会議所農商工連携推進委員会 

⑩「東北地域アグリビジネス創出フェア」（後援） 

  平成 23年 3月 2日開催  会場：仙台市情報・産業プラザ（アエル） 

  主催：東北地域農林水産・食品ハイテク研究会、農林水産省 

⑪「第 1回経営革新セミナー」（共催） 

  平成 23年 6月 27日開催  会場：ハーネル仙台 

  共催：オラクルひと・しくみ研究所、仙台商工会議所、（財）仙台市産業振興事業団 
 

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 22年 7月 16日開催  会場：八戸パークホテル） 参加人数：51名 

 「アイリスオーヤマの企業理念」  

 講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 

・第２回（平成 22年 8月 18日開催  会場：マリオス） 参加人数：57名 

 「ピンチはビックチャンス～メーカーベンダーの革新～」 

 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 9月 2日開催   会場：ホテル仙台プラザ） 参加人数 103名 

 「勝利への伴走者」 

講師：福島大学 人間発達文化学類 教授 川本 和久 氏 

・第４回（平成 22年 11月 24日開催 会場：ホテルゆぽぽ） 参加人数：31名 

 「ピンチはビックチャンス～メーカーベンダーの革新～」  

 講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 大山 健太郎 氏 

・第５回（平成 23年 1月 25日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 参加人数 130名 

 「雇用の創造とイノベーション～今、問われはじめている企業と福祉の役割～」 

 講師：アイエスエフネットグループ 代表 渡邉 幸儀 氏 

・第６回（平成 23年 6月 27日開催  会場：ハーネル仙台） 参加人数 220名 

 「今、この時だからこそビジネスパーソンに伝えたいこと」 

 講師：オラクルひと・しくみ研究所 代表 小阪 裕司 氏 
 

(2)トークインサロンの開催 

・第１回（平成 22年 7月 29日開催） 参加人数 25名 

 「ダイナミックな経済発展と上海最新経済事情」 

講師：上海経済ミッション参加メンバー 

・第２回（平成 22年 8月 24日開催） 参加人数 16名 

 「ベトナム進出前に本当は知っておいた方がよいこと～事前対策の強化のための現地常識～」 

 講師：フラグシップベトナム 代表 香取 賢一 氏、㈱エスネットワークス 

・第３回（平成 22年 9月 29日開催） 参加人数 46名 

 「浦霞 日本酒文化の発信～地域ブランドとこれからの地酒の魅力～」 

 講師：浦霞醸造元 ㈱佐浦 代表取締役社長 佐浦 弘一 氏 

・第４回（平成 22年 10月 18日開催） 参加人数 25名 

 「明確な出展目的が生かせる展示・商談会～ホスピタリティー支援とビジネスアライアンスも～ 

 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 22年 12月 14日開催） 参加人数 16名 

 「街を潤すコミュニティービジネス～今注目のシニア居酒屋～」 

 プレゼンター：ＮＰＯ法人ビジネス創造研究所 副理事長 髙橋 義信 氏 

・第６回（平成 23年 2月 9日開催） 参加人数 22名 

 「海外での企業と外から見る日本～体験を通して得た英語の意味するもの～」 

 講師：ハイランド真里子 氏 

・第７回（平成 23年 3月 1日開催） 参加人数 20名 

 「今後の内外経済・マーケット展望」 

講師：大和証券㈱ 投資情報部長 多田羅 信 氏 

・第８回（平成 23年 4月 27日開催） 参加人数 26名 

 「ＴＮＢ情報交流会」 

・第９回（平成 23年 6月 28日開催） 参加人数 25名 

 「東北の復興と再生を目指す新たな仕組み」 

講師：一般財団法人地域創造基金みやぎ 常務理事 鈴木 祐司 氏 
 

(3)新春賀詞交歓会の開催 

  ・201１新春賀詞交歓会（平成 23年 1月 25日開催  会場：ホテル仙台プラザ） 

 ＜記念講演会＞演題「雇用の創造とイノベーション ～今、問われはじめている企業と福祉の役割～」 

       講師：アイエスエフネットグループ  代表 渡邉 幸儀 氏 

 ＜第 17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 6回新事業創出全国フォーラムｉｎ埼玉の開催 

開催日：平成 22年 11月 16日  会場：さいたまスーパーアリーナ  

   ＜日本新事業創出大賞発表・表彰式＞ 

     当協議会からの推薦受賞者 

 【企業部門 優秀賞】 ㈱池月道の駅 代表取締役 舘股 秀隆 氏 

 【アントレプレナー部門 優秀賞】 ㈱アイカムス・ラボ 代表取締役 片野 圭二 氏 

＜特別講演会１＞ 

 演題「流通イノベーション ～ローソンチャレンジと次世代コンビニ～」 

 講師：㈱ローソン 代表取締役社長 ＣＥＯ 新浪 剛史 氏 

＜特別講演会２＞ 

 演題「勝ち続ける組織への模索 ～リゾート再生の現場から～」 

 講師：㈱星野リゾート 代表取締役社長 星野 佳路 氏 

＜懇親会＞ 
 

 (2)北海道ニュービジネス協議会、埼玉ニュービジネス協議会メンバーによる来仙視察会並びにＴＮＢメンバー 

との交流会 

   開催日：平成 23年 3月 9日～10日  参加人数 北海道ニュービジネス協議会 14名、さいたまニュー 

        ビジネス協議会 6名 

視察先：アイリスオーヤマ㈱、貞山運河、㈱佐浦酒造、東北リコー㈱、松島 他  
 

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、３回開催） 

 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、１回開催） 

 ③喰わいん部会（部会長：高奥 満 氏、２回開催） 

 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、１回開催） 

 



 

 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、７回開催） 

 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、６回開催） 

 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回開催） 

 ⑧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、１回開催） 

 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ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 山田 純 氏、９回開催） 

  

９.国内外の企業視察・見学会の実施 
 ①青森県八戸市内企業視察会（平成 22年 7月 16日開催） 参加人数 7名 

   視察先：桃川㈱、（協）八食センター 

 ②岩手県盛岡市内企業視察会（平成 22年 8月 18日開催） 参加人数 17名 

   視察先：㈱ヘイプ、㈱ワイズマン 

 ③秋田県仙北市内企業視察会（平成 22年 11月 24日開催） 参加人数 9名 

   視察先：㈱安藤醸造、㈲門脇木材 

 ④東京都内企業視察会（平成 22年 11月 17日開催） 参加人数 5名 

   視察先：㈱ダンクソフト、㈱アイエスエフネットハーモニー 

 

 表彰事業                                                     

10.第 17回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 

 募集期間：平成 22年 10月～12月 

 審査期間：平成 22年 12月～平成 23年 1月 

 発 表：平成 23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 23年 1月 25日） 

受 賞 者：＜東北ニュービジネス大賞＞ 

         ◎㈱大潟村あきたこまち生産者協会（南秋田郡大潟村） 

           代表取締役社長 涌井 徹 氏 

        ＜東北アントレプレナー大賞＞ 

         ◎㈱ＴＥＳＳ（仙台市）  代表取締役 鈴木 堅之 氏 

          ＜ソーシャルアントレプレナー大賞＞ 

         ◎特定非営利活動法人ほっぷの森（仙台市）  理事長 白木 福次郎 氏 

        ＜特別賞＞ 

         ◎㈱ホットマン（仙台市）  代表取締役 伊藤 信幸 氏 

        ＜奨励賞＞ 

         ◎㈱ハートライン（仙台市）  代表取締役 村上 利雄 氏 

         ◎特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット（仙台市） 

           理事長 大塚 美智子 氏 
 


