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東北IM連携協議会会員各位  

                           東北ＩＭ連携協議会 

                            代表幹事 柿崎 博美 

 

「東北ＩＭ連携協議会総会」・「東北 IM 連携協議会ワークショップｉｎ登米」の開催案内 

 

会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

日頃より、新産業創出に向けた活動に対し、敬意を表する次第です。  

さて、この度、登米市並びに（有）コンテナおおあみのご協力のもと標記事業を開催する運びとなりました。  

つきましては、日々お忙しいとは存じますが、ご参加をお願い致します。  

また、会員の皆様の周辺関係機関や参画を模索している方へ周知頂き、ご参加頂きます様、働きかけをあわせ

てお願い致します。  

 また、当日の午前中に、事前レクチャー「BI/IM入門」を開催します。BI/IMに馴染み無い方にもワークショ

ップでの交流を有意義に過ごしていただけるように準備しております。併せて、ご活用ください。 

 

記 

 

事業名   「東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ登米」 

（「東北ＩＭ連携協議会総会」も開催） 

期 日   平成２６年７月３日（木）～４日（金） 

場 所   ホテル サンシャイン佐沼 

   （宮城県登米市迫町佐沼中江５丁目５−１０ TEL:0220-22-8180） 

内 容   １部 東北 IM 連携協議会総会 

      ２部 ワークショップ in 登米 

主 催   東北 IM 連携協議会 

共 催   東北経済産業局、全国イノベーション推進機関ネットワーク（イノベーションネット）、 

(予定)    日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA）、（一財）日本立地センター、 

（有）コンテナおおあみ 

後 援   登米市、石巻専修大学、東部地方振興事務所登米地域事務所（公財）みやぎ産業振興機構、 

(予定)   （独）中小企業基盤整備機構 東北本部 

 

 

                        問い合わせ 

                        東北 IM 連携協議会 幹事(開催地) 

                        （（株）テクノプラザみやぎ） 

                           斉藤 方達 

                        TEL022-374-3100 Fax 022-377-9300 



東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ登米 

次   第 

主催：東北ＩＭ連携協議会 

共催：東北経済産業局、全国イノベーション推進機関ネットワーク（イノベーションネット）、 

日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA）、（一財）日本立地センター、 

（有）コンテナおおあみ(予定) 

後援：登米市、石巻専修大学、東部地方振興事務所登米地域事務所、（公財）みやぎ産業振興機構、 

（独）中小企業基盤整備機構 東北本部(予定) 

会場：ホテル サンシャイン佐沼 （宮城県登米市迫町佐沼中江５丁目５−１０ TEL:0220-22-8180） 

日時：平成２６年７月３日（木） １３：００～１３：１０ 受付 

１３：１０～１７：３０ 総会、ワークショップ 

                １７：５０～１９：５０ 交流会 

        ７月４日（金）  ９：００～１２：４０ 現地見学、昼食等 (ホテル出発 ９:00) 

                                             解散 

詳細 

７月３日（木） 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ登米 

 １３：００～受付 

 

【１部】ＩＭ関係者（TAIM 会員）  参加費：１，０００円 

 １３：１０～１３：４０ 東北ＩＭ連携協議会総会   

 

【２部】ＩＭ関係者、自治体、大学、企業等（自由参加）  参加費：無料 

１３：４０ 開会 主催者・共催者・開催地あいさつ 

       東北ＩＭ連携協議会 代表幹事 柿崎 博美 

       東北経済産業局 地域経済部 産業支援課 課長 兎澤 健 氏  

       登米市 市長  布施 孝尚 氏 

１３：５０～ 開催地紹介 

         登米市ブランド戦略室 室長 渡邉 誠 氏 

（有）コンテナおおあみ 代表取締役 及川 幾雄 氏 

１４：３０～ 講演１ BI/IM の状況と方向性 

        日本ビジネス・インキュベーション協会(JBIA) 会長 星野 敏 氏 

１４：５０～ 情報提供  

   東北経済産業局 地域経済部 産業支援課 

   日本立地センター 地域イノベーション部 

 

～休 憩 (15：00～ 10 分) ～ 

 



１５：１０～ 事例研究 ～地域資源を活かしたビジネス(付加価値)創造への取り組み～ 

事例１ 佐藤ぶどう園（岩手）  佐藤 秀明 氏 

事例２ （株）及善蒲鉾店（南三陸）  及川 善祐 氏 

事例３ （有）伊豆沼農産(登米)  伊藤 秀雄 氏 

発表・質疑応答(各 30 分)、発表終了後討論(30 分) 

 １７：１０  事務連絡(見学の説明など) 

 １７：３０              閉 会 

 １７：５０～ 交流会開催（会費：５０００円（予定）） 

 

７月４日（金）  

９：００～  現地見学 ホテル出発  (登米市のバスを利用) 

       ・(株) 日高見牧場 

       ・みやぎの明治村（登米の城下町） 

       ・(有) 伊豆沼農産 

           昼食 （伊豆沼農産・レストラン）昼食代：１０００円（予定） 

１２：４０    昼食後 解散  ホテル／くりこま高原駅 バス移動 

        オプションツアー 

    参加者、４０名前後を想定 

 

【交通のご案内】 

３日(木) 登米行き 

新幹線 くりこま高原駅 着 上り 11：58 下り 12：01  送迎バスあり、予約制 

高速バス 仙台発 10：10 登米市役所着 11：46 仙台発 11：10 登米市役所着 12：46 

              （登米市役所から徒歩 約 5 分） 

  自動車 東北道 築館 IC より 約 20 分 

４日(金) 登米帰り 

新幹線 くりこま高原駅 発 上り 12：58 下り 13：01  送迎バスあり、予約制 

高速バス 登米市役所発 12：30 仙台着 14：06 登米市役所発 13：30 仙台着 15：06 

 

 

【事前レクチャーのご案内】 

事前レクチャー「BI/IM 入門」 

ワークショップに先立ち、当日（3日）10：00～に、JBIAの星野敏会長に、「BI/IM入門」をレクチャーいた

だきます。 BI/IMへの理解を深めてから実践している皆さんとの交流をお勧めします。 

ぜひ、ご参加ください。なお、参加ご希望の方は、事務局までお知らせください。 

 

場所：ホテル サンシャイン佐沼  

日時：７月３日（木） １０：００～１２：００ 

講師：日本ビジネス・インキュベーション協会(JBIA) 

 会長 星野敏 氏 

 



（株）テクノプラザみやぎ 斉藤方達 行き 

 （FAX ０２２－３７７－９３００） 

 （E-Mail  m_saitou@tpminc.co.jp ） 

 

 

平成 26 年度 東北 IM 連携協議会総会・ワークショップｉｎ登米 

出欠確認票 

 

１ 機関等名称                                 

 

２ 参加者 

１）氏名： 所属・役職： メール：           

   １部(総会)：  2 部：   交流会：   宿泊：  見学（昼食込）：    

交通手段：JR 駅送迎・自家用車・その他(高速バスなど) 

 

２）氏名： 所属・役職： メール：           

   １部(総会)：  2 部：   交流会：   宿泊：  見学（昼食込）：    

交通手段：JR 駅送迎・自家用車・その他(高速バスなど) 

 

３）氏名： 所属・役職： メール：           

   １部(総会)：  2 部：   交流会：   宿泊：  見学（昼食込）：    

交通手段：JR 駅送迎・自家用車・その他(高速バスなど) 

 

＊１  各行事の出席は「○」、欠席は「×」、宿泊希望は「○(禁煙・喫煙)」とご記入下さい。 

＊２ 「１部」は、IM 協議会関係者のみ。なお、参加費 1,000 円を徴収致します。 

＊３ 「２部」の参加は、オープンとし参加費は無料とする。 

＊４ 「交流会」は、参加費 5,000 円を予定しております。 

＊５ 「見学会」は、9：00～12：40 を予定しております。昼食代 1,000 円を徴収致します。 

＊６  解散は、昼食後１２：４０(予定)となります。 

＊７ くりこま高原駅(新幹線)からの送迎希望は、○で囲んでください。 

＊８  宿泊ご希望の方は、事務局にて下記のいずれかを手配致します。（一任願います） 

（ホテル サンシャイン佐沼、ビジネスホテルサンフレックス、ホテルルートイン登米） 

 

 

３ 連絡担当者 

氏 名 所属・役職 TEL FAX 

    

 

 

R3 


