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内海会長講師による経営者セミナー・生き方セミナー：

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。この講座を目的として入会いただいている
会員の方々も多いため、今後も会員を増やすためにさらに宣伝していきたいと思います。
※視聴ご希望あれば高橋まで連絡ください。 takahashi@cnbc.or.jp

■経営者セミナー（全7回＋合宿）
第4講（10/18） ：販売戦略
第5講（11/8） ：市場戦略
第6講（12/13） ：増収増益戦略
を実施。
リモートも含めて約80名が受講。

■生き方セミナー（全3回）が完了
第2講（10/25）
第3講（11/22）
リモートも含めて約140名が受講

プロパー活動

第6講のアーカイブ配信画面より



正副会長会議・理事会 10月19日＠ガーデンパレス

主な議事：
• 事務局長の承認
• ２０２１年度上期入会会員の承認について
• 島根県立大学および島根大学との協定締結

中国地方の将来を支えていく意欲を持つ優秀な人材
の育成や、諸分野においての協力関係の深化、これ
らによる地域社会の発展に寄与することを目的として、
島根県立大学および島根大学と包括的連携協定を
締結することを説明

• 入退会状況および会費収入の状況

入会 退会
鳥取支部 1
岡山支部 1 1
備後支部 3 1
広島支部 10 9
山口支部 1
個人会員 7 7
Total 22 19

プロパー活動



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）

第30回NB大賞 審査スケジュール

回 企業名 所在値 実施日 回 会社名 所在値 実施日

第１回 中村ブレイス㈱ 島根県大田市 11月4日 第15回 ㈱ヒノキ 岡山県岡山市

ランデス㈱ 岡山県落合町 第16回 ㈱ミスモ加工 岡山県倉敷市

日本植生㈱ 岡山県津山市 12月6日 第17回 ㈱テクノクラーツ 広島県広島市

第３回 小野食品興業㈱ 岡山県岡山市 第18回 日本綿布㈱ 岡山県井原市 11月17日

第４回 ㈱ダイイチ 広島県広島市 第19回 ㈱キグチテクニクス 島根県安来市 11月5日

第５回 カトウ産業㈱ 島根県安来市 第20回 ㈱アイグラン 広島県広島市

第６回 ㈱ダイマツ 鳥取県米子市 第21回 都ユニリース㈱ 岡山県倉敷市

第７回 ㈱海産物のきむらや 鳥取県境港市 10月15日 第22回 島根電工㈱ 島根県松江市 11月5日

第８回 八幡物産 ㈱ 鳥取県米子市 10月15日 第23回 ㈱フェクト 岡山県津山市 12月2日

第９回 ㈱ファーマシー 広島県福山市 12月3日 第24回 ㈱広島ｸﾗｲｵﾌﾞﾘｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 広島県東広島市

第10回 ポエック㈱ 広島県福山市 12月2日 第25回 ㈱クレオフーガ(ｵｰﾃﾞｨｵｽﾄｯｸ） 岡山県岡山市 12月3日

第11回 ㈱脇木工 岡山県柵原町 第26回 福德技研㈱ 広島県広島市

第12回 ㈱細田企画 鳥取県西伯郡 10月15日 第27回 野村乳業㈱　　   　　    　  　　　 広島県府中町

第13回 明大㈱ 岡山県倉敷市 11月16日 第28回 (株)Campus Medico　　   　　    　  　　　 広島県広島市

第14回 ㈱データホライゾン 広島県広島市 第29回 ㈱英田エンジニアリング 岡山県美作市 12月2日

第２回

現在書類審査中

30回記念：過去の大賞受賞企業にインタビューを行っています。



「エンジェル投資家の目線、何がベンチャーと琴線に触れあったか」
11月26日＠広島ガーデンパレス

過去2回実施してきたエンジェル投資家とスタートアップのマッチングイベントを練り直し、中国
NBCの会員のみなさまに参加いただける新たな企画として実現しました。

プロパー活動 主担当： 得能 部長

㈱スマートコムシティひろしま：
人財の地産地消を図るべく、広島
県内の大学へデジタルサイネージを
設置し、地元の求人情報を発信し
ています。

㈱トーフミート：
TOFU MEATは既存の大豆ミート
とは全く異なり、豆腐で作られた動
物性原料不使用・無添加の代替
肉です。

㈱シュプリ：
老舗靴店が母体のクラウド・シュー
ズボックス。靴を最適な環境下でお
預かり、スマホ・PC上から出し入れ
自由、手の中で、靴の整理・メンテ
ナンス・保管が完了。

第1部として、エンジェル投資家の目線を㈱FABの
福田社長からお話しいただき、サポートを受ける側か
らの視点でセディカル㈱の宮田社長に語っていただき
ました。

㈱ミチ：
音声認識を利用して両手がふさがっ
ている製造現場の人をサポートする
クラウドサービス「Hitorigoto」を提供

第2部として、スタートアップ企業4社のみなさまに登壇いただき、事業内容や協業などの支援要望を
プレゼンいただき、アドバイザーやオーディエンスとのQ＆Aセッションを行いました。



◆ 第5回中国地域女性ビジネスプランコンテスト
表彰式＆ビジネスプラン発表会 12月7日
＠広島国際会議場

過去の受賞者を招き同窓会も開催

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

受賞者記念撮影

大賞
笠木 真衣さん

■大賞 中国経済産業局長賞
Kasagi Fiber Studio 代表 笠木 真衣
■優秀賞 中国経済連合会長賞
平川 美香
■優秀賞 中国地域ニュービジネス協議会長賞
Adeline Le Mette 株式会社 代表取締役 ルメテアデリン
■優秀賞 日本政策投資銀行中国支店長賞
香味園上領茶舗 代表 リコッタ 瑠美
■特別賞
Solid Love 代表 栃原 悠希
ASNARO 代表 小畑 明日香
■ワークライフシナジー賞
Sakuro 代表 東 利恵

コロナ禍で開催が心配されましたが、予定通り実施
することができました。今回は第5回という節目にあた
り過去の受賞者をお招きし同窓会を開催しました。
こうしたつながりの大切さを参加者が口々にコメントさ
れておられました。



保育園児のデリカウイング工場見学
12月1日

SOERU サポート活動 主担当： 六十部 次長

第4回のSOERU特別賞受賞 社会福祉法
人 宙（そら）が運営する 「つきのひかり国際
保育園」を廿日市の地元でもあるデリカウイン
グ様が支援しています。
その一環として、外国人が多く働くデリカウイン
グの工場見学が実施いただきました。
クリスマスシーズンでもあり、工場内は社員のみ
なさまによるクリスマスデコレーションであふれ、
園児たちもとても喜んでいました。
最後に、ベトナムやインドネシアなどから来てい
る従業員の方々からそれぞれの国の言葉を教
えてもらうなど、充実した活動になりました。

こうしたサポートがSOERUの大きな魅力となっ
ています。

クリスマス飾り 工場見学の様子

外国人の従業員の方々との交流



観光庁受託事業： 「新たな旅のスタイル」促進事業

ワーケーションモニターツアー実施 12月9日～12日＠庄原

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企画。第1回目として12/9-12に実施しました。

初日のプログラム：【戦略BBQ】「道の駅たかの」の抱える課題を共有し、解決に導くBBQメニューを考案

◀道の駅たかのの課題を担当者から
説明を受け、参加者で議論
２つのチームに分かれ戦略検討

道の駅たかので実際に食材を選んで ▶
どのようなBBQを作るか検討しながら
お買い物

◀道の駅で購入した食材を元に、
チームごとにどんなメニューにしたら
多くのお客様に来ていただけるかを
考えながら、調理・盛り付け

実際にBBQをし、チームごとの狙いを ▶
確認。その後、火を囲んでファイヤー
トークで振り返り。

主担当： 高橋 専務理事



JETRO共催 外国人留学生向けオンライン企業説明会 12月16日

外国人留学生への合同説明会は中国NBCとして
は初の試みであり、手探りの情況の中、会員企業か
らは３社の参加にとどまりました。

運営側が各社の配信スケジュールを組み、興味があ
る企業に留学生がエントリーし、会社説明を聞いて、
質問に答えるという内容で、各社持ち時間は２５
分程度でした。
視聴している留学生は、ＺＯＯＭのＱ＆Ａから質
問を送って、担当者が回答するというもので、最終
的には留学生から直接企業にコンタクトを取って面
接などをして採用が決定されるという流れとなります。

外国人の採用にも留学生などの
高度外国人、技能実習生など
方策があり、また、企業も採用
時期のタイミングがバラバラのため、
会員にとって参加しやすい形を
検討し、有益な活動になるよう
継続したいと考えます。

プロパー活動



支部活動実績
（開催日順）



㈱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



「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



「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



コミュニティスクールへの支援活動（11月4日）

備後支部 主担当： 高橋 専務理事来山 哲二 支部長

明郷学園と進めているコミュニティスクール支援活動に備後支部としても加わっていくことを
決め、活動を開始しました。第1回目として、文化祭での「模擬会社」設立から販売まで
のプレゼンテーションを聞き、集まった会員企業でその内容について話し合いました。
総じて非常にすばらしいプレゼン内容に驚いたというコメントでした。

※府中明郷学園がキャリア教育部門で文部科学大臣賞を受賞し、1月25日に授賞式
があるとのことです。

模擬会社についての発表 模擬会社の商品を実際に販売生徒の発表を聞いてから、参加
会員企業のみなさんで意見・感
想の交換を行いました。



「聞いて、作って、食べて学ぶ、ビジネスと食文化の意外な関係」
～新潟出身の経営学者がお好み焼き博士になった訳～

（11月10日＠Woodegg）：

年間300枚はお好み焼きを食べるという「お好み焼き博士」細井教授がさまざまな視点
でお好み焼きを分析。とても手間がかかる料理なのに、なぜ広島で根付いてきたのか、と
いう疑問に対してマーケッティングの観点から説明いただくなど、楽しく、かつためになるお
話をいただきました。その後、おこのミュージアム見学し、お好み焼き体験と盛沢山。皆様
ご満足いただけたようです。

広島支部 主担当： 得能 部長佐々木茂喜 支部長



石碕支部長の熱い思いを受けて、島根大学、ならびに島根県立大学と中国ＮＢＣとの包
括協定が締結されました。学生に創業マインドを醸成するための創業塾をスタートとして。
今後、具体的な産学連携のテーマを見つけ、島根県のニュービジネスを生み出すことを目指
します。

島根大学包括協定 （11月19日）＠島根大学：

島根県立大学包括協定 （11月25日）＠島根県立大学：

島根支部 主担当： 阪井 部長石𥔎 修二 支部長

島根大学服部学長と石碕支部長による調印式 島根県立大学清原学長と今井副支部長による調印式



11/24に廿日市市役所宮島支
所で掃除道具をお借りし、広島
支部女性部会の催事として、宮
島海岸清掃を行いました。
今回は岡山支部から駆けつけて
頂いた方もいらっしゃり、皆で1時
間余り、海岸に漂着した発泡ス
チロールや牡蠣養殖用の円柱状
のプラスチックなど集めました。

ＳＤＧｓについて考える（実践編）
『宮島の環境保全に参加しよう！』（11月24日）：
～コロナの収束と皆様の御繁栄の祈願もこめて～

広島支部女性部会 主担当： 秋田 常務理事廣瀬 優子 部会長



「ナカシマプロペラ(株)玉島工場見学＆中島支部長との茶話会」
（12月8日）：

日本シェア100％のプロペラ製造見学、中島支部長のお話、参加者一人ずつ事業紹
介＆支部長への質問タイムと盛りだくさんの内容でした。
製造現場とそこで働く人を知り、企業の歴史や支部長の経験、考えに触れることができ
た、学びと発見の多い大変有意義な会となりました。
予定時間を過ぎるほど、最後まで1人1人と真摯に向き合って話をしてくださり、大変熱い
時間を過ごさせていただきました。

岡山女性部会 主担当： 六十部 次長佐藤 千津子 部会長



第3回創業塾を島根大学のアントレプレナーシップ入門セミナーとして開催。

■島根大学アントレプレナーシップ入門セミナー：
産・官・学・公など様々なセクターで起業家精神を活かして実務に携わっている方，起業家，
起業家支援者の方の講義とディスカッションおよびワークを通して社会で実践的に役立つアントレ
プレナーシップとは何かを考える。自分の専門分野やキャリアにつなげる視点を持って，起業やプ
ロジェクトに取り組むアントレプレナーに必要なマインドセット，必要な知識やスキルを学ぶ。

■第3回創業塾
タイトル： 起業＆成長へのみちのり 『売れる商品とマーケットの見極め』
講師： 小川 國男氏 ｜ ㈱加地 前会長
概要： 地域ハンディ(奥出雲)の克服と脱下請けを目指して、自社

技術で独自商品を開発し、独自の販売ルートを開拓。
ポイント： 26歳の時に新しい道で成功したいと想い、集団就職で働い

ていた大阪から地元の奥出雲に戻り起業した。
人から信頼される仕事や生き方を続け、世の中のニーズに応え
るスキルや技術を備えたことが、縁につながり会社が成長した。
過信することなく、商品の実力をお客様に評価してもらうことが
大切。常に次を考えたことと、機械が大好きだったことも、成功に
つながった。
「この人なら自分にプラスになる」と思われる人になることが重要。

第3回創業塾（12月24日）＠島根大学：

島根支部 主担当： 阪井 部長石𥔎 修二 支部長



・ 1/13～ 第2回ワーケーションモニターツアー（休暇村帝釈峡）
・ 1/17 経営者セミナー第7講
・ 1/18 島根支部「創業塾」＠島根大学
・ 1/18 島根支部総会・・・講演会＆交流会
・ 1/25 正副会長会議
・ 1/27～ 第3回ワーケーションモニターツアー（休暇村帝釈峡）
・ 1月 岡山支部女性部会例会
・ 2/2 第17回ひろしまグッドデザイン賞 受賞者と副審査委員長を囲む会

～「デザインとビジネス」について考える懇親会～
・ 日程検討中 鳥取支部催事女性受賞者によるSDGsを考える会（仮）
・ 2/9～ 経営者セミナー合宿
・ 2/15 広島支部役員会・懇親会
・ 2/17 山口支部女性部会例会
・ 2/18(仮) 山口支部役員会＆支部催事（講演会）
・ 2/22 『 ㈱テオリ（倉敷市真備町）西日本豪雨からの復興の歩み』ＢＣＰについて考える！
・ 2/24 備後支部役員会＆支部会
・ 2/25 上田宗箇流本部 家元お話し・上田和風堂見学・お食事・お茶会体験
・ 3月 岡山支部女性部会例会
・ 3/14 DeNA会長、経団連副会長 南場智子氏のオンライン講演会
・ 3/22 正副会長会議・理事会

今年度3月までの予定： （コロナ禍の影響で見直しあり）

メッセージ

今年も「ピンチをチャンスに」を掲げて、この1年間試行錯誤してきたリモートツールを駆使しな
がら、会員企業のみなさまのお役に立てる企画を進めていこうと思います。みなさまからのご要
望、ご意見をいただきたく、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

高橋昭彦


