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◆ 中国NBC推薦企業からニッポン新事業創出大賞受賞：
10月8日に行われた日本ニュービジネス協議会連合会主催の
全国フォーラムで、ニッポン新事業創出大賞の発表・授賞式が
開催されました。6月にNB大賞各賞の受賞企業を推薦したとこ
ろ、キッチンヘルプさまが、優秀賞、キャンパスメデォコさまが特別
賞を受賞。
大賞は逃しましたが、最終選考の9社に残ったことで、今後の
ビジネス拡大に勢いがつくものと期待します。今後とも、中国
NBC大賞各賞受賞者が、続けて全国表彰されるように、事務
局もがんばります。

特別賞表彰状

受賞者オンライン集合写真

◆正副長会議・理事会開催：
10月20日広島ガーデンパレスにて中国NBCの正副長会議ならびに理事会を開催しました。コロナ禍でオンラインも併
用しての開催となりましたが、規定の参加者数を得て、中国NBCの事業内容、各支部の催事について説明させていただ
き、ご理解とご承認をいただきました。出席いただいたみなさま、ありがとうございました。

正副会長会議

理事会

今年度 プロパー事業
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中国地域女性ビジネスプランコンテスト

主担当： 六十部次長

最終審査を経て11月12日受賞者を発表。12月15日に表彰式・発表会を開催。会場への出席者は人数制限をし
ており、できるだけオンラインでのご参加・応援をお願いいたします。また、サポーター企業のみなさまには多くのご支援をい
ただけるようお願いいたします。
【受賞者一覧】
● 大賞（中国経済産業局長賞）
高津川リバービア株式会社 ：上床 絵理さん（島根県益田市）
● 優秀賞（中国地域ニュービジネス協議会長賞）
ＡＮＳＥＲ3（アンサーキューブ）：上原 寛恵さん（広島県広島市）
● 優秀賞（中国経済連合会長賞）
Ｌｉｎｏａｈ(リノア) ：大津 朱里さん（岡山県岡山市）
● 優秀賞（日本政策投資銀行中国支店長賞）
ビッググロウス株式会社：森田 祐加さん（鳥取県鳥取市）

● ワーク・ライフシナジー賞
歴史カフェ会津：松林 安美さん（鳥取県倉吉市）
● ワーク・ライフシナジー賞
こうのふく：中藤 友栄さん（広島県広島市）
● 特別賞
社会福祉法人宙：合田 里美さん（広島県廿日市市）

第29回ニュービジネス大賞募集中
募集期間
11/2-12/15

主担当： 宮崎部長
2021/6/3
最終審査
1次審査
2次審査
表彰式
（書類選考） （プレゼン） （現地ヒアリング） ＠ホテルグランビア岡山

応募企業募集中です。皆様がご存じの新しいことにチャレンジする企業のご紹介・ご
推薦をよろしくお願いいたします。

ANGEL
investors
×

Start up

主担当： 得能部長
黒田次長
昨年より開始し、今回で2回目となるスタートアップを支援するためのマッチングイベントを11
月30日に開催します。手探りで進めていますが、ニュービジネス拡大をめざし、今後とも活
動を充実させていきたいと考えています。

エンジェル投資家マッチングイベント

支部催事
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◆山口支部企業見学会 CGSコーポレーション 11/7：
これまで工場見学は数多く経験していますが、警備訓練は私自身も初
めてで、興味深く見させていただき、とてもよい経験をさせていただきました。
東京オリンピック入場ゲート・高速道路・現金輸送などなど盛りだくさんで、
一糸乱れぬ行動により、我々を守っていただくだけでなく、警備士の方の
安全も守りつつ、迅速な対応につながるということが記憶に刻まれました。
感動です。
職場や家族に見学会で見たことを話をするのですが、異口同音に「知ら
んかった」との言葉が出てきます。こうして支えていただいていることを、機会
あるたびに伝えようと思います。

オープニングでの整列

◆鳥取支部経営者セミナー 11/17：
内海会長からは「踏み外さなければ増収増益、事業経
営の原理原則」と題して全8回コースの経営者セミナー抜
粋版として。NB大賞受賞の日下エンジニアリング 佐々木
社長からは「マニア心をくすぐるビジネス」と題して、どうすれ
ばマニアの心をつかむことができるかについて、お話しいただ
きました。コロナ禍で参加いただけるかどうか懸念していまし
たが、定員を超える参加者で盛り上がりました。

内海会長

日下社長

1/6スケールモデル（ロビー展示）

◆広島支部健康経営セミナー 11/18：
健康経営セミナーとして、もりだくさんの講師の方々にお話ししていただきました。
・ ㈱識学の安藤社長：事実に対する誤解や錯覚がビジネス成長のスピードを妨げている。
・ ヘルスケアマネージメント協会 振本代表理事：心と体の健康で、企業はもっと強くなれる。健康経営の仕組みづくり
・ 三十八花堂 保田代表取締役：「こころの健康」から個人の「質」向上へ
・ TONOERU 藤岡代表取締役：コミュニケーションの促進に向けた取り組みで職場の活性化
・ 広島元氣いっぱいプロジェクト 岩崎代表取締役： 運動機会の増進に向けた取り組みで職場の活性化
・ アクサ生命保険 三浦さま：健康経営支援プログラムについて
いろいろな視点から企業経営・社員の健康とは、を考える機会になりました。
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今年度 支部催事
コロナ禍で開催可否も問われる中、各支部役員の方々の積極的なご意
見を受け、協議会各担当も知恵を絞り、地域の特色を生かしたイベントを
企画しています。詳細は中国NBCホームページをご覧いただき、皆様方の
ご参加をよろしくお願いいたします。
創業塾（経営者＋学生）
2/9@松江エクセルホテル東急
内海良夫 中国NBC会長
「創業の志」を語っていただく。
・・・2021年度の島根大学
アントレプレナー教育に続く

鳥取支部
・ 片山支部長

広島支部
・ 佐々木支部長

山口支部
・ 寺園支部長
気になる！山口県の企業見学 済
11/7＠CGCトレーニングセンター
① CGCトレーニングセンター見学
② 警備訓練風景見学
③ みとも株式会社の
軽トラキャンピングカー
『Triparu(トリパル)』紹介。
第28回中国NB優秀賞受賞
担当：黒田次長

担当：阪井部長

島根支部
・ 石𥔎支部長

担当：阪井部長

健康経営・人材定着セミナー
済
11/18＠広島ガーデンパレス
① ㈱識学 安藤氏
② ﾍﾙｽｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ協会 振本氏
③ ㈱三十八花堂 保田氏
④ ㈱TONOERU 藤岡氏
⑤ ㈱広島元気いっぱいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ岩崎氏
⑥ アクサ生命保険㈱ 三浦氏
企画中・・・・1月13日
経営者交流イベント
JR西日本「etSETOra」に乗ろう
with GOTOキャンペーン
担当：得能部長

備後支部
・ 来山支部長

済

経営者セミナー
11/17＠国際ファミリープラザ(米子)
① 「踏み外さなければ増収増益、
事業経営の原理・原則」
内海良夫 中国NBC会長
② 「マニア心をくすぐるビジネス」
日下ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱佐々木社長
第28回中国NB優秀賞受賞

岡山支部
・ 中島支部長
講演会
12/1@メルパルク岡山
① キャンパスメディコ 二川氏、髙田氏
第28回中国NB大賞受賞
② 内海良夫 中国NBC会長
③ 中国経済産業局長 渕上氏
担当：宮崎部長

「オンラインリレー講演会」
“経営者の決断”
① 12/2
タテイシ工美社㈱ 立石会長
② 12/8
竹内建設株 竹内社長
③ 12/10
ポエック㈱ 来山会長
担当：黒田次長
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◆得能部長着任：
10月1日付で杉山部長の後任として広島銀行から得能部長が着任いたしました。主に、広島
支部、エンジェル投資家マッチングを担当し、幅広く活躍してもらいます。皆様方のご支援・ご声援
よろしくお願いいたします。
得能 直紀部長

◆山内参与退任：
6年半の間、中国NBCを育てていただいた山内さんが11月10日付で退任されました。6日には、ささやかながら事務所
で歓送会を開催いたしました。また、会員企業さまへのお礼のご挨拶に同行させていただくと、これまでの実績に対しての賞
賛の言葉をお聞きし、絆の強さを感じ、改めて存在の大きさに気づかされました。これから不安なことも多いですが、残してい
ただいたことをしっかりと胸に刻んで引き継いでいきたいと思います。
ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。あわせて、新たなお仕事のご成功を祈念いたします。

◆ 今年度主な行事スケジュール
10/ 8
10/12
10/20
10/27
11/ 7
11/ 9
11/17
11/18
11/24
11/30

JNB全国フォーラム
経営者セミナー第4講
正副会長会議・理事会
生き方セミナー（第1回）
山口支部企業見学会
経営者セミナー第5講
鳥取支部講演会
広島支部健康経営セミナー
生き方セミナー（第2回）
エンジェル投資家マッチング

12/ 1
12/ 2
12/ 8
12/10
12/14
12/15
12/22
1/12
1/13
1/26
2/ 9
3/23

岡山支部講演会
備後支部オンライン講演会①
備後支部オンライン講演会②
備後支部オンライン講演会③
経営者セミナー第6講
SOERU表彰式・発表会
生き方セミナー（第3回）
経営者セミナー第7講
広島支部催事：etSETOra体験
正副会長会議
島根支部講演会
正副会長会議・理事会
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◆内海会長の「生き方セミナー」全3回（第1回・第2回を受講して）：
生き方セミナー（俗人のための人間学）と題して、なぜストレスがないことが大切なのか、どうやってストレスフリーになるか、
ということを実体験も交えながら講義いただいています。ストレスとはネガティブな考えから発生する。ストレスにより免疫力が
大幅に低下する。逆にストレスがなくなれば免疫力があがり、健康になる。人は子どものころからネガティブなことを周りから
言われ、それらを経験しながら成長してきている。それが脳の奥に潜在意識として刻み込まれているから、簡単にはポジティ
ブにはなれない。ポジティブシンキングとかポジティブな考え方がよい、とか多くの本が出ているが、どうやったらポジティブになれ
るか？を正しく語っているものはほとんどない。
生き方セミナーではその極意を教えていただいています。その教えを愚直に実行して、超ポジティブ思考になれるように努
力したいと思います。

◆藤麻会長の卒寿記念 書 作品展
㈱フジマの藤麻会長の卒寿記念 書 作品展にお
邪魔しました。コロナ禍で自宅にこもる中一気に書き
上げられた作品を数十点展示されていました。さまざ
まな書体で表現された作品は一つひとつ異なった味
があり、ひきつけられました。
一期一会と書かれた書をいただき、事務所に飾って
いますので、お越しになった節にはぜひご覧ください。

◆今後の活動について

事務所に1点
寄贈いただきました

中国NBCにきてから、多くの会員企業の経営者の方々とお話させていただく機会があります。社業でご苦労されてきた
お話や、チャレンジしたお話をお聞きするのはとても興味深く、ためになります。その中で、特に長く支えていただいている
方々からはこの協議会が過去どうだったか、ということをお聞きすることがあり、積み重ねてきた歴史の重さを感じています。
また、面白いビジネスとコラボして新たなことを始めてみたい、という声も多くお聞きします。今後の活動の方向性についてい
ろいろなご意見をいただきながら考えていきたいと思います。

