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支部活動実績



「各界のリーダーを囲む会」（7月20日＠ANAクラウンプラザホテル広島）：

広島支部では、中国NBCの半数を超える会員企
業さまに対して、気軽に参加いただき交流できる企
画「各界のリーダーを囲む会」を企画しました。
第1弾として酒商山田の山田社長に登壇いただき、
「コロナ禍の経営について」と題してご講演いただきま
した。さらに広島支部の佐々木支部長とのセッション
で、参加者との質疑応答により、理解を深めていただ
きました。

おすすめの日本酒を持ってきていただきました。

広島支部 主担当： 得能 部長佐々木茂喜 支部長



「各界のリーダーを囲む会」（10月11日＠リーガロイヤルホテル広島）：

第2段は内海会長から「逆境の経営・生き方」と題して講演いただきました。
今年度で15回目となる経営者セミナーの裏話や、逆境下でも原理原則の重要性を説い
ていただきました。
第2部では、3名に登壇いただき、茶話会形式で内海会長とのセッションを行いました。
・ 株式会社ハマダ 代表取締役 濵田 忠彦様
- 第２９回 ニュービジネス大賞 特別賞 『手術用器械クリップアプライヤの開発』

・ 株式会社ウーブルロールモデル研究所 取締役会長 十倉 純子様
・ 株式会社 成研 取締役 吉村 直樹様（リモート）

広島支部 主担当： 得能 部長佐々木茂喜 支部長



新しく完成した広島銀行本社ビルの会議室をお借りし、女性部会を開催。
中国NBCを目いっぱい活用するためのノウハウについてお話ししました。
また、参加者それぞれの現在取り組んでいることをお話いただき、交流を図りました。

広島女性部会 「中国NBC活用のススメ」（8月4日）：
今、噂の広島銀行本社ビルで開催

広島支部女性部会 主担当： 秋田 常務理事廣瀬 優子 部会長



備後支部役員会（7月29日）＠山女庵

来山支部長のご厚意により、山女庵で支部役員会を開催しました。
備後支部の今年度の活動として、タテイシ広美社の立石会長が進めておられる
コミュニティスクールでの模擬会社に協力していくことを決定しました。

備後支部 主担当： 高橋 専務理事来山 哲二 支部長



コミュニティスクールへの支援活動

備後支部 主担当： 高橋 専務理事来山 哲二 支部長



㈱英田エンジニアリング 見学会 10月1日
（坐禅会・食事会・会社見学・アイアクセル体験会）

第29回NB大賞受賞の英田エンジニアリング様を訪問させていただきました。
工場見学に加えて、従業員のために行われている坐禅の体験、厚生施設の見学、アイア
クセルの体験という盛沢山の内容をご準備いただき、参加者も楽しく参加されていました。

岡山支部 主担当： 宮崎 部長中島 義雄 支部長

食堂を使わせていただき会社説明 工場見学 アイアクセルの試乗体験



「共感を呼ぶ動画を創ろう！初級セミナー」（4月14日＠マルシン広告社）：

マルシン広告社の佐藤史成氏より、オンライン広告
用の動画の創り方について実例を交えながら動画
制作の流れを学びました。
①企画構成→②撮影→③編集→
④公開（ステップの後戻りはしない）
作成ポイント→ターゲットにどんな行動を取ってほし
いのか明確にする
業界トレンド→HP＝カタログ、LP＝WEB広告とし
て考え、情報はもったいぶらないで開示

その後、各メンバーより近況を情報交換

岡山女性部会 主担当： 六十部 次長佐藤 千津子 部会長



「気になる！山口県の企業見学」（10月14日＠萩市）：

井上商店さまにご尽力いただき、萩の企業を訪問させていただきました。
① 日本果実工業㈱萩工場 様

日本で初めて夏みかんを原料とした果汁ジュースを開発大手にOEM供給

② ㈱井上商店 様
情緒価値を軸にした経営方針の説明と、油谷工場のリモート工場見学

③ 村田蒲鉾店 様
萩伝統の焼き抜き製法による蒲鉾づくり

④ ㈲たけなか 様
夏みかんを余さず使ってさまざまな商品開発を展開

山口支部 主担当： 原田 次長寺園 久恵 支部長

日本果実工業㈱萩工場 様

㈱井上商店 様 村田蒲鉾店 様 ㈲たけなか 様



メンバーが近況を語り、アドバイスしあうという、とても有意義な活動になっています。
その中で、今年度はテーマを決めて領域のエキスパートから学びあう場にしていこうと
いう提案が出ました。
CGSコーポレーションで豊島社長が進めておられる、健康教育など、今後取り上げ
ていきたいと思います。

山口女性部会例会（リモート）（6月17日・8月19日）：

山口女性部会 主担当： 原田 次長豊島 貴子 部会長



昨年度2月の第1回創業塾に続き、第2
回を島根県立大学様のご厚意により、授
業科目として開催し、多くの学生の方々
に聴講して頂きました。
塾の講師には、中国NBC島根支部の支
部役員として、この創業塾事業を支えて
いる、島根県浜田市の有限会社吉原木
工所 吉原敬司専務（当時）にお願い
しました。

第2回 創業塾（6月15日）＠島根県立大学浜田キャンパス：

島根支部 主担当： 阪井 部長石𥔎 修二 支部長



NB大賞30回記念 大賞受賞企業インタビュー 鳥取の企業から開始

NB大賞 30回記念 大賞受賞企業インタビュー開始

コロナ禍で催事検討中

第7回大賞受賞
㈱海産物のきむらや

第12回大賞受賞
㈱細田企画

第8回大賞受賞
八幡物産 ㈱

鳥取支部 片山 良孝 支部長 主担当： 阪井 部長



内海会長講師による経営者セミナー・生き方セミナー開始：

今年度から、より多くの方に受講いただけるよう、
リモート配信も開始しました。後日見ていただけ
るようにアーカイブ配信も行っています。

■経営者セミナー（全7回＋合宿）
第1講（7/12）：社長の姿勢
第2講（8/12）：経営戦略
第3講（9/12）：経営計画
第4講（10/18）：販売戦略

■生き方セミナー（全3回）
第1講（9/25）

プロパー活動



観光庁受託事業： 「新たな旅のスタイル」促進事業

受託事業

ワーケーション普及、会員企業の異業種交流、SDGsの学びを目的として、中国NBCと庄原
DMOが共同でワーケーションモニターツアーを実施。



◆ 2021年度起業女子応援ナビ
＠中国地域ネットワーク 構成機関連絡会議

◆日 時： 2021年7月15日
◆場 所： イノベーション・ハブ・ ひろしま Camps

中国地域の関連機関に集まっていただき、女性起業家を応
援するための課題について話し合いました。構成機関のみな
さまのご支援によりSOERUの応募につながっていきます。

◆ 第5回中国地域女性ビジネスプランコンテスト

7月19日から9月2日まで募集を行い、3８件の応
募がありました。

12月の表彰式へ向けて審査が進んでいます。

SOERU 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



第30回NB大賞
主担当： 宮崎 部長

募集開始

11/１(月)～

募集締切
12/15(水)

必着

第１次審査
書類審査
2/8(火)

第2次審査
プレゼン審査

3/2(水)・3(木)
現地ﾋﾔﾘﾝｸ3月中旬

結果発表

4月下旬

表彰式
6/2(木)

ANAクラウンプラザホテル
（広島市中区）

スケジュール



内海会長のご挨拶に続いてエシカルバンブー田澤恵
津子社長にお話ししただきました。
大手企業でチャレンジしてきた経験・人脈から、竹害
の対策かつ環境にもやさしい竹を使った商品開発に
挑戦。エシカルバンブーという会社を設立し、環境負
荷のまったくない工程で竹素材のタオルや洗剤を製
造し、販売している。そこにいたる起業家マインドあふ
れるお話を非常に興味深く聞かせてもらいました。

正副会長会議（8月17日）＠エシカルバンブー（リモート）



メッセージ

1年半の間、開催を断念しておりましたが、やっとリアルの場を設定できる環境になってきまし
た。各支部でも積極的に交流の場を計画してもらっています。会員の皆様の交流に加え、新
規会員企業を歓迎することはNBCとしてとても重要だと感じています。みなさま積極的に参加
いただき、交流を図っていただきたいと思います。
また、SDGs、カーボンニュートラル、働き方改革など世の中が大きく動き始めています。その
中から生まれてくるニュービジネスに感度高くアンテナを拡げ、会員の皆様に情報提供や意見
交換の場を設けることも重要な役割だと考えております。皆様からのご意見・ご要望が我々の
行動の指針となります。こちらからもお伺いしていくことはもちろんですが、どんな些細なことでも
いいので、我々にメッセージを頂戴いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

6/3
総会・理事会
NB大賞表彰式
＠岡山

8/17-18
正副会長会議
＠山口
→リモート開催

10/19
理事会
正副会長会議

1/25
正副会長会議

3/22
理事会
正副会長会議

★募集開始 第30回NB大賞

★募集開始 第5回SOERU

全体スケジュール


