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　　年頭のご挨拶
一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

会長　細　川　　　匡
 
　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、平成31年の新春を恙なくお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、新年早々恐縮ですが、思い切り私的な所感を述べさせていただくことを
ご寛容ください。

　半世紀以上前、私が浪人時代の話です。広島市の本通りに在った古本屋で、「電通・中興の祖」と呼ばれた吉田
秀雄さんの伝記本「広告の鬼」と出合いました。
　読み進むうちに「鬼十則」と名付けられた行動規範を見つけ、昨今はいろいろ批判もあるようですが、十代の多
感な青年だった私は強烈に感動！大きく書き写し、机の前に貼って日々復唱しておりました。
　◆電通『鬼十則』

一、仕事は自ら創るべきで、与えられるべきではない。
二、仕事とは、先手先手と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。
三、大きな仕事と取り組め、小さな仕事は己を小さくする。
四、難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。
五、取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは…。
六、周囲を引きずり廻せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地の開きができる。
七、計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。
八、自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらない。
九、頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ。サービスとはそのようなものだ。
十、摩擦を恐れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ。でないと君は卑屈未練になる。

　私の机の前にはもう一枚、父が買って来てくれた、武者小路実篤の色紙が貼ってありました。そこには次のよう
な文言が記載されておりましたが、私が声に出して読むことはありませんでした。
　「勉強　勉強　勉強　勉強のみ　よく奇跡を生む」
　昨年秋の叙勲において、お陰様で身に余る「旭日小綬章」を拝受。高校時代の友人から「貴様の人生は、本当に
奇跡の連続だなあ！」との嬉しい祝辞を頂戴しました。
　勉強とは無縁でサッカーに明け暮れ、恥ずかしい程の劣等生だった私ですが、目の前のチャンスに果敢に挑戦し
続けた結果、まさに奇跡が生まれ、今日が在るようです。
　そこで、今年の中国地域ニュービジネス協議会のスローガンを、次のように掲げます。
　「挑戦！挑戦！挑戦！　挑戦のみ、よく奇跡を生む。」
　「もう一歩！」の踏み込みこそが、ピンチを防ぎ、チャンスを掴めると確信します。
　一度や二度の失敗で諦めることなく、「挑戦し続ければ、奇跡だって起こる！」そう信じることのできる、腹の
据わった楽観主義者になりたいものだと願いつつ、会員の皆様の益々の繁栄とご健勝を心より祈念申し上げます。
　本年も益々のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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中国地域女性ビジネスプランコンテスト
　12月10日（月）広島国際会議場において、第２回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERUファイナリスト発表
会＆表彰式を開催し、約200名の方にご参加いただきました。
　今年度は54件の応募があり、書類審査・現地訪問・最終審査を経て、12名の受賞者を決定しました。
　大賞に輝いた（株）petapeta山崎代表は、「きっかけは自らの育児体験。みんな大なり小なり育児ストレスを抱えており、
気分転換になるようなものを提供できないかと考えたのがきっかけ。この賞は沢山の方のご支援でいただけたもの。コンテ
ストが続く中で選んでよかったと思われるような仕事・事業展開をしていきたい」と受賞コメントを述べられました。
≪第２回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU　受賞者≫
・大賞　中国経済産業局長賞
株式会社petapeta
代表取締役　山崎　幸枝　氏

手形アートを世界の文化に
～講師育成とキット販売による海外展開～ 広島県広島市

・優秀賞　一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会長賞
有限会社アプトプランニング
代表取締役　児玉　範子　氏

Fairtrade exchangeフェアトレードエクスチェンジ
高付加価値な手工芸による国内外の女性自立支援事業 広島県広島市

・優秀賞　一般社団法人中国経済連合会長賞
株式会社ワタナベミュージックラボ
代表取締役　渡邊　朋子　氏

「30分個人レッスンのピアノ教室　I Love Piano」
～音楽文化の一般化を目指した新しいスタイルのピアノ教室～ 広島県三原市

・優秀賞　株式会社日本政策投資銀行中国支店長賞
pa cherry b.
代　　　表　益村　千代　氏 地元の素材を生かした新鮮なジェラート 鳥取県西伯郡

・ファイナリスト
株式会社MMGインターナショナルサービス
代表取締役　宮井ふみ子　氏

海外に行かなくても日本にいながら外国の街を疑似体験できる
「ミニミニ外国in広島」 広島県広島市

Tint Color(ティントカラー )
代　　　表　田丸　曜子　氏 生前遺影を変える「美忘録」 広島県広島市

一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会
代 表 理 事　振本　恵子　氏

限りある人材の健康を保つ『健康経営企業づくり』のプロ育成プロジェクト
～看護師・保健師によるコンサルタント集団の育成～ 広島県広島市

Maker Space SCULAB*
　　　　　　下　山　凜　氏

『未来のイノベーター育成』
市民デジタル工房「Maker Space SCULAB*」によるSTEAM教育 岡山県津山市

・ワークライフシナジー賞
Tiny Factory for Cats 　　　　　代表　福嶌　彩子　氏 広島県呉市
株式会社nido 代表取締役社長　中村　　彩　氏 鳥取県鳥取市
・特別賞
OSHA very CAFÉ 　　　　　代表　長光　祥子　氏 広島県尾道市
なかよし薬局 　　　　　　　　中山智津子　氏 岡山県岡山市

中国地域ニュービジネス大賞
　（公財）日本ニュービジネス協議会連合会主催『第13回ニッポン新事業創出大賞表彰制度（アントレプレナー部門）』に
第26回中国地域ニュービジネス大賞受賞企業（５社）が入賞しました。受賞企業の皆さま、おめでとうございます。
　■最優秀賞（中小企業庁長官賞） 農業法人株式会社Ｄ＆Ｔファーム
　■最優秀賞（中小機構理事長賞） 株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ
　■特 別 賞 株式会社ＭＩＣＯＴＯテクノロジー
　■特 別 賞 株式会社鳥取林養魚場
　■特 別 賞 福德技研株式会社

詳細ページ　⇒　http://www.nbc-japan.net/activity/award/
　★第27回中国地域ニュービジネス大賞につきましては、12月14日に応募を締切り、現在審査中です。

【表彰式後の記念写真】 【表彰状を受けとられるＤ＆Ｔファーム田中社長（左）とスペース･バイオ・ラボラトリーズ河原社長（右）】

【表彰式後の記念写真】
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催事トピックス　８月～ 12月に開催した主な催事です。

◆備後支部　　『熱い二人が着火するニュービジネス』
　11月６日（火）　　於：八天堂カフェリエ　　（参加者　33名）
　ファシリテーター：株式会社ソアラサービス　代表取締役社長 牛来　千鶴　氏
　パ ネ ラ ー：株式会社八天堂　　　　　　　代表取締役 森光　孝雅　氏
　　　　　　　　　　株式会社アイグラン　　　　　代表取締役 重道　泰造　氏
　独創的な視点で新たなチャンスを掴み全国にその名を轟かせる、森光社長と重道
社長による情熱的なトークセッションで会場は大いに盛り上がりました。
　牛来社長から「成功・ニュービジネスを産む秘訣は」との問いに、森光社長は「成
功はアート（差別化）」、重道社長は「良い仲間」と「素直な心」とのお言葉が非常
に印象的でした。また八天堂カフェリエでの美味しい昼食や事業所内保育園＆工場視察（クリームパン手作り体験を含む）
等楽しい企画となりました。
　本催事終了後、参加者から「本当に熱いトークをお二人から聞けて、もう一度ニュービジネスに挑戦していくきっかけに
なった」、「工場を新設する際に非常に参考になる」、「色々体験でき本当におもしろかった」等のお声をいただきました。

◆山口支部　　『明治維新胎動の地・山口からニュービジネスを考える』
　11月７日（水）　　於：熊谷家住宅《国指定重要文化財》　　（参加者　84名）
　講　　師：コモンズ投信株式会社　取締役会長　渋澤　　健　氏
　　　　　　公益財団法人毛利公報会　会長　　　毛利　元敦　氏
　明治維新150年記念事業の最終回として、岩国市・宇部市に続き、萩市で開催しました。“資本主義の父”と呼ばれた渋
沢栄一の子孫である渋澤氏は、栄一氏の企業家（起業家）精神や、「論語と算盤」の解釈などに触れながら、最後に「先祖
である渋沢栄一が『言葉』という無くなることのない素晴らしい財産をたくさん残してくれた」と締めくくられた。また、
毛利家子孫の毛利氏は、豊富な海外経験などを踏まえ、従業員に対する組織の姿勢・考え方などについて参加者へメッセー
ジを送られた。

◆鳥取・島根・岡山支部　　ニュービジネスへの道　『経営者の決断！』
　経営者は新規事業に取り組むに際し、“何に悩み、どう決断したのか？”「ニュービジネスへの道『経営者の決断！』」と題し、
３支部で共通テーマによる講演会を開催しました。

○鳥取支部　　10月12日（金）　　於：米子市　国際ファミリープラザ　　（参加者　57名）
　基調講演：米子市長　伊木　隆司　氏　「ニュービジネスに対する米子市の取組み」
　講 演 者：デリカウィング株式会社 代表取締役会長　細川　　匡　氏
　　　　　　（株）サテライトコミュニケーションズネットワーク 代表取締役　高橋　孝之　氏
○岡山支部　　11月29日（木）　　於：岡山市　ピュアリティまきび　　（参加者　49名）
　講 演 者：農業法人株式会社Ｄ＆Ｔファーム 代表取締役　田中　哲也　氏
　　　　　　株式会社植田板金店 代表取締役　植田　博幸　氏
　　　　　　日本茶セレクトショップ彩葉 代表　筒井　美穂　氏
　※講演会に先立ち、岡山支部活動報告会を実施。
○島根支部　　12月20日（木）　　於：浜田市　島根浜田ワシントンホテルプラザ　　（参加者　75　名）
　ファシリテーター：浜田市長　久保田章市　氏
　パネラー：亀谷窯業有限会社 代表取締役社長　亀谷　典生　氏
　　　　　　株式会社シーライフ 代表取締役　河上　清志　氏
　　　　　　シックス・プロデュース有限会社 代表取締役　洲濱　正明　氏

◆島根支部　　支部会員向け活動共有会＆日銀松江支店長講演会
８月28日（火）　　於：松江市　グランアクイール　　（参加者　90名）

　石 新支部長（㈱オネスト代表取締役社長）体制下で初の活動共有会を開催し、支部会員の皆さまと意見交換を行いまし
た。また、日本銀行松江支店長　花尻　哲郎　氏に「内外金融経済情勢と山陰地域の情勢」と題してご講演をいただきました。

【和やかな雰囲気でのトークセッション
左から森光社長、牛来社長、重道社長】

【会場の熊谷家住宅】 【講演される渋澤氏（左）毛利氏（右）】 【講演会後の記念写真】
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　企業の紹介案内やホームページではなかなかお伝えできない会社のイチオシをイチ
オシの社員さんにPR（自慢）していただくコーナー！　今回は、柳井市でギフトの総
合プロデュースを手掛ける 株式会社アデリーの企画デザイン課　岩崎　力さんです。
　（株）アデリーの岩崎です。企画デザイン課に所属し、５名のデザイナーと一緒にお菓子のパッケージや資材の開発
を担当しています。

【わが社のここが自慢①】　一気通貫のビジネスモデル
　当社は、ギフト小売業から卸売業・商社へと変化を遂げていますが、その過程の中で「一気通貫のビジネスモデル」
を掲げております。オリジナルギフトやカタログを企画・デザインし、材料仕入れ・商品化します。そして物流に関して
も注文先からお届け先に商品をお送りし、そのアフターフォローまでの全
ての業務を一元的に引き受ける事が可能です。

【わが社のここが自慢②】　ホシフルーツ
　オリジナルブランドのホシフルーツでは、中国地方を中心に近隣の地域
から取り揃えた旬の果物を店頭で販売し、その場でそのフルーツを使用し
たスイーツを食べられるカフェを併設しています。ギフトとして購入いた
だける商品も用意しており、全国各地においしいフルーツを使用したス
イーツをお届けしています。

【わが社のここが自慢③】　遊働の心
　アデリーでは数多くの社内イベントがあり、仕事だけでなくイベント事にも一生
懸命。仕事も一生懸命取り組むことで遊ぶように楽しく働き、遊ぶことも全力で楽
しむ。そんなアデリーは会社行事だけでなく地域の祭りや駅伝大会など、皆様に親
しまれるよう、赤いジャンパーを羽織り社員一丸となって参加しています。どんな
時も人に喜んでもらえる事に一生懸命。アデリーは人が真ん中の会社です。

5 回55555555 回回回回555555555 回回回回5555555555555555555555555555555555555555555 回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回第 5回

中国NBCからのお知らせ
◆細川会長　旭日小綬章を受章
　　平成30年秋の叙勲で、細川　匡 会長（廿日市商工会議所　会頭）が旭日小綬章を受章いたしました。
◆スタッフの異動
　　10月１日付で、石田　洋一の後任として、杉山　幸紀 （出向元　（株）広島銀行）が着任しました。
　　プロフィールは、中国NBCのWEBサイト「スタッフ紹介」をご覧ください。　

株式会社アデリー
山口県柳井市に本社を置くギフトの総合プロデュースカンパニー。私たちの「一生懸命」で皆さまに「うれしい」
を提供しています。
本社所在地：〒742-0021 山口県柳井市柳井11171-1 　TEL：0820-23-7711 　URL：http://www.ad-e.co.jp/

◆島根支部　ニュービジネス研究会
7月26日（木）　於：松江市　蓬莱吉日庵　　　（参加者　22名）
講　　師：神戸大学大学院　科学技術イノベーション研究科／経営学研究科
　　　　　山本　一彦　教授

　『ファミリービジネス成功の要諦～欧州の超一流ファミリービジネスに学ぶ～』と題し、欧
州企業の実例をご紹介いただきながらファミリービジネスのあり方についてご講義いただきま
した。講義終了後は蓬莱吉日庵さんの美味しい夕食をとりながら参加者一人一人が自己紹介と
山本先生への質問をさせていただきました。参加された方は多いに刺激を受けられたのではないかと思います。

一般社団法人　中国地域ニュービジネス協議会
（略称：中国NBC）

〒730-0017  広島市中区鉄砲町１-20 第３ウエノヤビル７F
TEL 082-221-2929   FAX 082-221-6166
URL http://www.cnbc.or.jp
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【旬な果物を店頭販売】

【社員一丸となって挑んだ駅伝大会】

【スイーツも提供】


