
平成 29 年 6 月 26 日 R10 

 

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大崎」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、大崎市並びにNPO法人 未来産業創造おおさき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。  

 

記 

 

事業名   「東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ大崎」 

（「東北ＩＭ連携協議会総会」も開催） 

期 日   平成２９年７月６日(木)～７日(金) 

場 所   芙蓉閣 （宮城県大崎市古川駅前大通 6-2-8 TEL: 0229-23-0550） 

内 容   １部 東北 IM 連携協議会総会 

      ２部 ワークショップ in 大崎 

主 催   東北 IM 連携協議会 

共 催   東北経済産業局 

(予定)    日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA）、NPO 法人 未来産業創造おおさき 

後 援   大崎市、宮城県、古川商工会議所、（公財）みやぎ産業振興機構、（一財）日本立地センター 

(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大崎 

次   第 

主催：東北ＩＭ連携協議会 

共催：東北経済産業局 

(予定)日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA）、NPO 法人 未来産業創造おおさき 

後援：大崎市、宮城県、古川商工会議所、（公財）みやぎ産業振興機構、（一財）日本立地センター、 

(予定)（独）中小企業基盤整備機構 東北本部、古川商工会議所 

会場：芙蓉閣 （宮城県大崎市古川駅前大通 6-2-8 TEL: 0229-23-0550） 

日時：平成２９年７月６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７日（金）  ９：３０～１１：３０ 現地見学 (集合 9:30、 解散 11：30 予定)  

詳細 

７月６日（木） 東北ＩＭ連携協議会ワークショップｉｎ大崎 

 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   

～休 憩 (14：35～ 5 分) ～ 

 

【２部】ＩＭ関係者、自治体、大学、企業等（自由参加）  参加費：無料 

１３：４５～ 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 次長  渡邉 善夫 氏 

        大崎市 市長 伊藤康志 氏 

１４：１０～ 講演１ IM 研修事業の地域への展開 

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

講演２ 東経連ビジネスセンターの取り組み 

 東経連ビジネスセンター センター長 西山英作 氏 

１５：００～ 情報提供 

   東北経済産業局 地域経済部 産業支援課 課長  佐藤 和男 氏 

   科学技術振興機構  産学連携展開部 研究支援グループ  

                                             副調査役  塩野 圭介 氏 

   日本政策金融公庫 東北創業支援センター  伊藤 真 氏 

   中小企業基盤整備機構 東北本部 経営支援部経営支援課 谷井 剛久 氏 

 

～休 憩 (15：50～ 10 分) ～ 



 １６：００～ 事例研究 ～大崎市の産業振興の取り組み事例～ 

       大崎市の産業施策について 

           大崎市産業経済部商工振興課 課長 寺田 洋一 氏 

        事例１：商店主による映画文化の街づくり 

             （株）アクアライト台町 代表取締役社長 千葉 基 氏 

        事例２：未来産業創造おおさきのこれまでの活動 

             NPO 法人 未来産業創造おおさき 理事長 石ケ森 信幸 氏 

   ものつくり企業の取り組み 

             NPO 法人 未来産業創造おおさき 総括コーディネーター 加藤 義徳 氏 

 

 １７：２０  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７日（金） 古川の市街地散策（徒歩移動） 

集合場所 

 １）リオーネふるかわ（台町再開発ビル）    9:30 集合→徒歩で移動、下記に合流 

   http://www.xpress.ne.jp/~rione/ TEL：0229-21-1211 

 ２）おおさきコワーキングスペース ａｌａｔａ A 班 10：00 集合 

   https://www.alata-coworking.net/  TEL：0229-25-3140 

 ３）大崎市古川七日町地域災害公営住宅     B 班 10：00 集合 

   （ａｌａｔａの向かい側） 

１１：３０    解散（昼食は醸室で、解散して自由食） 

  みちのく古川食の蔵「醸室（かむろ）」 

http://every-osaki.com/detail/index_127.html TEL：0229-21-1020         

 

会場：芙蓉閣 

 

http://www.xpress.ne.jp/~rione/
https://www.alata-coworking.net/
http://every-osaki.com/detail/index_127.html


（株）テクノプラザみやぎ 斉藤方達 行き 

 （FAX ０２２－３７７－９３００） 

 （E-Mail  osaki@taim.jp ） 

 

 

平成 2９年度 東北 IM 連携協議会総会・ワークショップｉｎ大崎 

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(ワークショップ)：   交流会：   見学：   

 

２）氏名： 所属・役職： メール：           

   １部(総会)：  2 部(ワークショップ)：   交流会：   見学：   

 

３）氏名： 所属・役職： メール：           

   １部(総会)：  2 部(ワークショップ)：   交流会：   見学：   

 

＊１  各行事の出席は「○」、欠席は「×」、とご記入下さい。 

＊２ 「１部」は、IM 協議会関係者のみ。なお、協議会会費 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、徒歩移動で、9：30～11：30 を予定しております。 

＊６ 宿泊先は、各自で予約（確保）をお願いします。 

＊７ 宿泊先に、自動車や荷物を置いてから会場（芙蓉閣）への参集をお勧めします。 

 

 

３ 連絡担当者 

氏 名 所属・役職 TEL FAX 

    

 

宿泊のご案内：宿泊先は、各自で予約（確保）をお願いします。 

「プラザホテル 古川」「ホテルルートイン古川駅前」「東北イン 古川駅前」「エクセルイン古川」 

「ホテル古川ヒルズ」「ホテルセレクトイン古川」「旅館 清水屋本店」「青葉荘」 


