
平成28年度 事業活動報告 

 仙台広告業協会 

自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日 



Ⅰ 開催会議・参加会議 

平成28年度 通常総会開催 

●日時：4月19日（火）13：00～ 

●会場：（株）電通東日本 東北営業局 大会議室 

●出 欠／  出席者 20名（委任状 9名）欠席1名 

      会員の2／3以上の出席で総会成立 
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平成28年度 

通常総会次第 

1. 開  会  
2. 理事長挨拶 
3. 議長選出  石崎理事長を議長に選出 
4. 議  題   
       第1号議案 平成27年度事業報告並びに決算報告承認の件 
               平成27年度会計監査報告承認の件 
       第2号議案 平成28年度事業計画並びに収支予算案 
承認の件 
       第3号議案 平成28年度役員及び事業委員会委員構成案 
承認の件 
       第4号議案 その他 
       以上4議案とも、異議なく承認される。 
5. 閉  会 
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2. 役員会 
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第１回定例役員会 

日 時／  6月14日（火）12：00～13：00 

場 所／  仙台広告業協会事務局 

議 題／ （1）平成28年度事業計画について 

      （2）各事業委員会委員長より所管事項の報告 

      （3）第4回協会ＰＲ新聞広告公募について 

      （4）第20回ＳＡＡＡ親睦ゴルフ大会開催について 

      （5）第13回ＳＡＡＡ納涼大会開催について 

      （6）全国広告業団体連絡会議報告 

      （7）その他  
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第２回定例役員会 

日 時／  9月5日（月）12：00～13：00 

場 所／  仙台広告業協会事務局 

議 題／ （1）理事長交替に関する件 

      （2）各事業委員会委員長より所管事項の報告 

      （3）平成28年度協会ＰＲ広告公募作品表彰について 

      （4）第１回研修会開催について 

      （5）第20回全国広告業団体連絡会議 

          東北ブロック会議 福島大会について 

      （6）その他  
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第３回定例役員会 

日 時／  11月10日（木）12：00～13：00 

場 所／  仙台広告業協会事務局 

議 題／ （1）各事業委員会委員長より所管事項の報告 

      （2）平成28年度全国広告業団体連絡会議について 

      （3）第20回全国広告業団体連絡会議 

          東北ブロック会議 福島大会について 

      （4）平成29年賀詞交歓会開催について 

      （5）その他  
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第４回定例役員会 

日 時／  1月25日（水）12：00～13：00 

場 所／  仙台広告業協会事務局 

議 題／ （1）各事業委員会委員長より所管事項の報告 

      （2）各事業委員会委員長より所管事項の報告 

      （3）平成29年通常総会に向けて 

      （4）その他  
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第５回定例役員会 

日 時／  3月17日（金）持ち回り会議 

場 所／  仙台広告業協会事務局 

議 題／ （1）平成28年度第2回研修会の報告 

      （2）平成29年度事業計画活動方針について 

      （3）平成29年度役員、各事業委員会構成について 

 

08 



第20回 

全国広告業団体連絡会議 

東北ブロック会議福島大会 
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第20回全国広告業団体連絡会議 

東北ブロック会議福島大会 

日  時／ 11月17日（木）～18日（金）13：00～19：30 

会  場／ アクアマリンふくしま 

出席者／ 会員および各県協会会員24名、賛助会員社 8名 

     当協会出席者 広川理事長、佐々木副理事長、横田事務局長 

施設見学／ アクアマリンふくしま 

記念講演／ アクアマリンふくしま  

           館長 安部 義孝氏 

     ～海を通しての地球の 

       未来を考える～ 

懇親会 ／ アクアマリンふくしま  

       大水槽前 
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第20回全国広告業団体連絡会議 

東北ブロック会議 福島大会の様子 

「アクアマリンふくしま」館長：安部 義孝氏 

加藤福島県広告業協会長の挨拶に始まり、東北各県の会員と交流を深めた懇親会 

11 ハワイアンズのフラダンス鑑賞 館内で見学「シーラカンス」の標本 



3.参加会議 

12 



（１）全国広告業団体連絡会議 

平成27年度後期情報連絡会議 

日 時／  4月28日（木）12：30～17：00 

会 場／  銀座電通ビル8階会議室 

参加者／  20団体 28名（仙台・宍戸理事・プロジェクト委員長出席） 

議 題／  各団体の現況報告 

        日本広告業協会からの報告 

        各地域協会との情報交換 

懇親会／  中国料理「維新號」 
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（2）全国広告業団体連絡会議 

平成28年度前期情報連絡会議 

日 時／  10月7日（金）12：30～17：00 

会 場／  銀座電通ビル8階会議室、帝国ホテル 

参加者／  20団体32名 

（宍戸理事・プロジェクト委員長、古山理事・研修委員会副委員長出席） 

議 題／  各団体の現況報告 

        日本広告業協会からの報告 

        各地域協会との情報交換 
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（3）平成28年度 

全国広告業団体連絡会議通常総会 

日 時／  10月7日（金）17：30～18：00 

会 場／  帝国ホテル3階 舞の間 

議 題／  平成27年度事業報告・会計報告について 

        平成28年度事業計画・収支予算について 

懇親会／  帝国ホテル 17階 アクア 
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4.事業活動 
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【運営・総務委員会】 
（担務 石崎・広川理事長） 

委員長  石崎 徳治  （電通東日本） 

       広川  孝  （  〃  ） 

副委員長  石田 武彦  （第一エージェンシー） 

  〃    山家 一浩  （アドタイムズ） 

    〃    佐々木 忍  （東北博報堂）  

委  員  若生 喜尚  （ＪＲ東日本企画） 

  〃   武井 甲一  （河北アドセンター） 

  〃   吉野  敦   （ＤＧコミュニケーションズ） 

  〃   宍戸  歩   （東日本広告社） 

  〃   横田 俊明  （事務局長） 
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【運営・総務委員会】 

（１）委員会の開催 

    4月8日（金）、5月17日（火）、5月18日（水）、3月21日（火） 

（２）事業活動 

・平成27年度決算についての会計監査 

・第64回全日本広告連盟仙台大会新聞広告協賛（5月17日） 

・平成28年熊本地震被災地支援企画協賛（5月18日） 

・平成28年度会員名簿発行（7月31日） 
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【研修委員会】 
（担務 佐々木副理事長） 

委員長    武井 甲一  （河北アドセンター） 

副委員長  古山 雅彦  （第一広告社） 

   〃    松浦  孝   （読売広告社） 

委  員    菅原 勝朗  （東日本朝日広告社） 

   〃    庄司 伸一  （ジェプラ） 

   〃    佐藤 元康  （サトウプランニングオフィス） 

   〃    佐々木利晃  （日  新） 

   〃    熊谷  仁   （宮城読売ＩＳ） 

   〃    丹野きみ子  （共  同） 
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【研修委員会】 

（１）委員会の開催 

    5月25日（水）、10月5日（水）、1月19日（木）、 

    3月3日（金）3月9日（木） 

（２）事業活動 

・第1回研修会／平成28年10月12日 

・第2回研修会／平成29年3月8日 

  ※第1回・第2回の詳細は、この後のスライドで紹介 ⇒ 
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平成28年度 第1回研修会  

日 時／  平成28年10月12日（水）14：00～15：30 

会 場／  せんだいメディアテーク 7階スタジオシアター 

参加者／  103名（会員社67名、賛助会員社36名） 

テーマ／   『地域経済のこれからと広告・メディアができること』 

講 師／  株式会社宣伝会議『アドバタイムズ』 

        編集長 上条 愼氏 
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第1回研修会の様子 

せんだいメディアテーク 7階 スタジオシアター 株式会社宣伝会議『アドバタイムズ』編集長 上条 愼氏 
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平成28年度 第2回研修会  

日 時／  平成29年3月8日（水）14：00～15：30 

会 場／  せんだいメディアテーク 7階スタジオシアター 

参加者／  57名（会員社35名、賛助会員社22名） 

テーマ／   『新しい経験の原型を提案する』 

         ～経験デザインと原型思考～ 

講 師／  東北大学大学院経済学研究科教授 

        東北大学地域イノベーション研究センター 

        総括プロデューサー 権 奇哲氏 
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第2回研修会の様子 

テーマ／～経験デザインと原型思考～ 東北大学地域イノベーション研究センター 権 奇哲氏 
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【交流委員会】 
（担務 石田副理事長） 

委員長    若生 善尚  （ジェイアール東日本企画） 

副委員長  佐々木 勝  （ミスズ企画） 

   〃    加藤 健一  （アドコーポレーション） 

委  員    小野 正義  （アドプランニングルーム） 

   〃    小澤 秀一  （新東通信） 

   〃    関根  進   （読売エージェンシー東日本） 

   〃    佐々木克之  （萬 告 社） 

   〃    上遠野健一  （サンライズ社） 
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【交流委員会】 

（１）委員会の開催 

    5月20日(金)、6月24日(金)、8月4日(木)、8月22日（月）、 

    11月25日（金）、12月20日(火)、2月24日（金） 

（２）事業活動 

・第20回 SAAA親睦ゴルフ大会 

・夏の祭典 「第13回SAAA納涼大会」 

  ※活動の詳細は、この後のスライドで紹介 ⇒ 
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第20回 SAAA親睦ゴルフ大会  

日時／  平成28年7月8日（金） 

会場／  富谷カントリークラブ 

参加者／ 38名 （会員社 17名、賛助会員社 21名） 
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優 勝  関根  進氏  

       （読売エージェンシー東日本）   

準優勝  櫻井 信明氏 
       （宮城テレビ放送） 

3 位  小田桐  和久氏  

       （仙台放送）  

ベストグロス賞 小田桐 和久氏  

       （仙台放送）   



夏の祭典 「第13回SAAA納涼大会」  

日時／  平成28年8月24日（水）18：30～ 

会場／  ホテルメトロポリタン仙台21階 銀河 

参加者／116名（会員社 52名、賛助会員社 64名） 

      「全員に賞品が当たる大抽選会で盛り上がる」 
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平成29年賀詞交歓会 

日時／  平成29年1月5日（木）18：00～19：40 

会場／  ホテルメトロポリタン仙台 3階曙の間 

参加者／183名 
（来賓 9名、会員社 70名、賛助会員社100名、非会員社 4名） 
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【広報・メディア委員会】 
（担務 山家副理事長） 

委員長   吉野  敦 （ＤＧコミュニケーションズ）   

副委員長  添田 智裕（ライト・エージェンシー） 

  〃     横田 正美（毎日広告社仙台） 

委  員   山家 一浩（アドタイムズ） 

  〃     宍戸  歩 （東日本広告社） 

  〃     赤星 誠也（アサツーディ・ケイ） 

  〃     佐々木宏幸（プラスコミュニケーションズ） 

  〃     本郷  大  （ＪＴＢコミュニケーションデザイン） 
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【広報・メディア委員会】 

（1）委員会の開催 

5月16日（月）、7月15日(金)、10月14日（金）、3月16日(木) 

（2）事業活動 

・東北メディアガイド2016編集、発行、発売（7月31日） 

 新聞広告を河北新報、朝日、読売、毎日、産経各宮城版に 

  掲載 また、書店および東北各県協会会員に販売 

・協会ＰＲ新聞広告コピー案を会員より公募、審査の上、優秀作品 

  次の4点を表彰（将来の広告界を担う人材を発掘する目的） 

  ※活動の詳細は、この後のスライドで紹介 ⇒ 

・「次世代人材発掘」のための大学生を対象とした「業界研究セミナー」（東北学院

大学主催）に講師派遣を予定していたが諸般の事情により辞退 29 

東北メディアガイド2016 



「東北メディアガイド2016」発行  
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発行の告知をする新聞広告半3d 



協会PR新聞広告コピー案  

・優秀賞  

（株）東北博報堂MD戦略局プランナー       武田 陽介氏 

（株）東北博報堂MD戦略局制作ディレクター    野口 健太郎氏 

 

・佳 作 

（株）東北博報堂               金井 優昌氏 

（株）電通東日本東北営業局仙台支社営業部   羽角 吉史氏 

 

・優秀賞作品を協会PR広告として河北新報、朝日、読売、 

 毎日、産経各宮城版に掲載  

・適宜ホームページ更新 
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協会PR新聞広告コピー案  

・優秀賞  
（株）東北博報堂MD戦略局プランナー 武田 陽介氏 
   杜の都を、盛り上がりの都にしようじゃないかっ！ 
 
（株）東北博報堂MD戦略局制作ディレクター 野口 健太郎氏 
   「SNS」は楽しい。「SAAA」も、けっこう楽しい。 
 
・佳 作 
（株）東北博報堂    金井 優昌氏 
    考える人、つくる人、しゃべる人、走る人。 
 
（株）電通東日本東北営業局仙台支社営業部  羽角 吉史氏 
   コトバの力は、伊達じゃない。 
 
・優秀賞作品を協会PR広告として河北新報、朝日、読売、毎日、産経各宮城版に掲載  
・適宜ホームページ更新 
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協会PR新聞広告コピー案 入賞作品  
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（株）東北博報堂 
  MD戦略局プランナー  

  武田 陽介氏 

優秀賞受賞 

杜の都を、盛り上がりの都にしようじゃないかっ！ 

東北博報堂・武田氏（左）と吉野広報メディア委員長（右） 

表彰式の模様 



Ⅲ 会員の動向など 
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１、役員・委員の交代 
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■ 新 任 

   ・研修委員会委員               佐々木 利晃氏 

   (株式会社 日新 取締役副社長) 

4月1日 

   ・広報・メディア委員会委員兼プロジェクト委員会委員 本郷 大氏 

  （株式会社JTBコミュニケーションデザイン東北営業局局長） 

4月1日 

  ・理事長兼運営・総務委員長           広川 孝氏 

 （株式会社電通東日本取締役東北営業局長兼仙台支社長） 

11月1日 
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■ 退 任 

  ・理事長兼運営・総務委員会委員長        石崎 徳治氏 

  （株式会社電通東日本東北営業局長兼仙台支社長） 

11月1日 

  ・広報・メディア委員会委員兼プロジェクト委員会委員 佐々木 宏幸氏 

3月31日 

■ 社名変更 

    ・新社名：株式会社JTBコミュニケーションデザイン東北営業局 

4月1日 

    ・旧社名：株式会社JTBコミュニケーション東北営業局 

■ 退 会 

     ・株式会社プラスコミュニケーションズ 代表取締役 佐々木 宏幸氏 

3月31日 



平成28年度 事業活動報告 

 仙台広告業協会 


