
 

 

 

 

5 月 30日(土)晴れ渡る青空の下、魚沼市ものづくり振興

協議会の設立 10周年を記念し、“U-bigフェスティバル～

魚沼市ものづくり振興協議会 10周年記念～”を開催しまし

た。 

会員企業の従業員とその家族及び一般市民を対象に、当

協議会の活動と会員企業の紹介、会員や市民同士の交流を

目的として開催しました。 

当日はなんと 1,500人の方からご来場いただきました！ 

 

ステージイベントでは、地元出身のお笑い芸人のライブを始め、音楽団やバルーンアートのパフォー

マンスにより会場は大いに盛り上がりました。 

地元魚沼市にちなんだクイズ大会やビンゴ大会では、豪華景品を目指

し多くの来場者から楽しんで参加していただきました。 

 

また、子どもたちにものづくりの

楽しさを体験してもらおうと、コマ

回し競争、ポンポン船作り、紙飛行

機競争、よもぎ大福作りの 4つの体験コースが設置され大好評でし

た。コマ回しで使用したコマ本体は、新潟県工業技術総合研究所の

ご協力をいただき、3D プリンタで製作していただきました。また、

当日には３Dプリンタの実演が行われ、最先端のものづくりを間近

で見る機会となりました。 

 

その他にも会場では、U-big食品部会を中心に魚沼の美味しい屋台が並びました。 

 また、当協議会の活動と会員企業のポスター・製品を展示し、

来場者への周知活動を行いました。 

 

魚沼市ものづくり振興協議会は多くの皆様に支えられ、この

10周年という節目を迎えることができました。深く感謝申し上

げます。 

今後も魚沼市の産業発展のため、会員企業の連携のもと、皆

様からご支援をいただきながらこれまで以上に幅広い事業に取

り組んでいきたいと考えています。今後とも当協議会活動への

ご指導とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

暑い中ご来場いただきありがとうございました！ 

 

大盛況 U-bigフェスティバルを開催しました！ 

◆ 事務局：魚沼市役所商工振興室内 ℡ 025-792-9753  fax 025-793-1016 

開会式 川井会長のあいさつ 

吉本お笑い芸人 ひのでライブ 

コマ作り＆競争 

会員企業ポスター展示 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作りしたポンポン船は水に

浮かべて動かしました！ 

よもぎ大福作りは小さなお子

さんも楽しめ大好評でした！ 

オリジナルの紙飛行機を作り、ど

こまで飛べるか競争しました！ 

地元 NPOのご協力で木工体験

コーナーも設置しました！ 

新潟県工業技術

総合研究所の協

力により３Dプリ

ンタの実演が行

われました！！ 

３Dプリンタで作ったコマを回

して競争しました！ 

１位おめでとう！ 

司会はエフエム魚沼

さん！会場を盛り上

げてもらいました！ 

 ビンゴ１等 ルンバを贈呈！ 

おめでとうございました！ 子どもたちに大人気！音とバルー

ンのパフォーマンス♪ 
音楽ライブは会場が一体となり大盛り上がり！ 

 吉本お笑い芸人“ひので”は

魚沼の地元ネタ満載で大爆笑

の連続でした！（写真左 おばた

かずきさんは魚沼市出身） 

U-big 食品部会を中心に魚沼の“ごっつぉ（ごちそう）”を

お届け！お昼頃には飲食を楽しむ来場者で賑いました！ 

会員企業のポスター・製品展示のほか、

U-bigのこれまでの活動を紹介しました。 



 

管理職研修会を開催しました！ 

第 19回機械要素技術展に出展しました！ 

  

5月 21日（木）川井会長他 3名と事務局で、顧問の平山先生を

訪問してきました。 

先生が実行委員長を務める、2016年第 6回スペシャルオリンピ

ックス日本 冬季ナショナルゲーム・新潟のお話や、この度のプレ

ミアム商品券、さらには集団的自衛権についてなど幅広い分野で

示唆に富んだお話をいただきました。 

今年の秋も全体会の「平山塾」でご講演いただく予定です。 

 

 

 市内企業の新入社員と若手社員を対象とした「合同新入社員研修会」（魚沼市主催）が２日間開催され、述べ48

名の方が参加されました。 

 1日目は、4月 9日（木）に大平魚沼市長の開講講話の後、「コミュニケーション研修」で社会人としての基本的

な意識とマナーを学びました。 

 2日目は、5月 14日（木）に「ビジネスシュミレーション研修」を行いました。U-big 井口副会長（山田精工㈱）

による講話では、現在、山田精工㈱が取り組んでいる無痛注射針の開発に至るまでの経緯や仕事の目的、若

者たちへの期待とエールを込めたお話がありました。その後、チーム毎に模擬的に会社を経営し、ビジネスの基

礎について学びました。 

 U-big会員企業からは、1回目に 4社 5名、2回目に 4社 6名が参加しました。 

 

 

 

6月24日から26日まで東京ビッグサイトで第19回機械要素技術展が開催され、

2,230社が出展、3日間で 81,469人が来場しました。 

U-big からは、㈱栄工舎、シンコー㈱、㈱加藤精工、㈱新潟プレシジョン、山田

精工㈱の 5社が NICOブースに出展し、多くの来場者と商談しました。初日には魚

沼市の小幡副市長、会期 2 日目には大平市長が魚沼ブースの激励に訪れ、会場

を視察されました。 

 

 

7月 24日（金）機械・交流・電気による合同部会を開催しました。部会の

前には、会員企業 小川電気㈱の工場見学会を実施し、参加者 12人が液

晶の仕組みやクリーンルームの様子を見学しました。 

合同部会には 18人が参加し、U-bigフェスティバルの反省や感想、異業

種間での情報共有と共通課題の確認を行いました。昨年度に引き続き、今

年度も定期的に合同部会を開催していく予定です。 

 

 

 

8月 4日(火)、㈱総合教育研究所 石橋正利 氏を講師に招き、

小出郷福祉センターにて経営者から中間管理職を対象とした研修

会を開催しました。 

参加者は 22名となり、組織の中で管理者が果たす役割と能力開

発について学びました。映像を交えた分かりやすい事例紹介や、管

理職に大切な“熱い思い”を学んだ一日となりました。 

参加者からは、「部下への教え方、モチベーションの上げ方、褒

める事の重要性など参考になった」等の意見がありました。また、各

企業次世代が参加し、名刺交換など交流の機会となりました。 

顧問 平山先生を訪問してきました！ 

機械・交流・電気合同部会 小川電気㈱を見学しました！ 

魚沼市 市内企業合同研修が開催されました！ 



 

魚沼地域ものづくり人材確保対策検討委員会へ参画します！ 

 

8 月 10 日（月）魚沼市教職員による U-big 会員企業 6 社への企業訪

問が行われました。昨年度から子どもたちへのキャリア教育の取組みとし

て、魚沼市教育委員会との連携を進めてきました。2 月に開催した懇談

会で出された意見を元に、初めて実施に至りました。参加者はなんと 38

人となり、会社説明や機械の紹介に真剣に耳を傾けていました。受入対

応をしていただいた企業の皆様、大変ありがとうございました。 

今後も市教育委員会との連携を重ねながら、子どもたちへのものづくり教育に力を入れて行きたいと思います。 

 

 

 

魚沼地域振興局を中心に、魚沼市内高校生等の地元ものづくり企業への円滑な就職の促進と、雇用のミスマ

ッチ等による早期離職を防止するための対策検討委員会が立ち上がりました。U-big も産業界の構成メンバーと

して、事務局長と 4 部会各部会長が委員として就任しました。ものづくり人材確保と、市内のものづくり産業の振

興、若者の市内定着促進に向けて U-big も協力していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

魚沼市教職員による企業訪問が行われました！ 

お知らせ 
 

― 編集後記 ― 

 

 暑中お見舞い申し上げます。 

 U-bigフェスティバルへご来場いただいた皆様誠にあり

がとうございました。また、会員の皆さまからのご協力に

より10周年にふさわしい盛大なイベントとなりました！あ

りがとうございました！ 

さて、今号から紙面構成を変更してみましたが、いかが

でしょうか？ご意見・ご感想お待ちしております！ 

（事務局 江口） 

 

◇夏休み子どもものづくり教室 

■日 時  ８月２１日（金）13:30～15:00頃 

■会 場  県立魚沼テクノスクール 

■内 容  （魚沼テクノスクールとの共催） 

①発電体験 

②セッコウ手形づくり 

③太陽光で走る「ソーラーカー」づくり 

④木製フォトスタンド（写真たて）づくり 

 ※魚沼市ものづくり振興協議会は③を担当。 

◇第 18回関西機械要素技術展 

■日 時  10月 7日（水）～9日（金） 

10:00～18:00（最終日は 17:00まで） 

■会 場  インテックス大阪 

■その他  昨年に引き続き NICO ブースに U-big

会員企業 ㈱栄工舎が出展します！ 

◇うまさぎっしり新潟・食の大商談会 

■日 時  9月 11日(金)  10:00～17:00 

■会 場  池袋サンシャインシティホール  

■その他  ㈱大沢加工、ホリカフーズ㈱、㈱ゆの

たにが出展します！ 

◇燕三条ものづくりメッセ２０１5 

■日 時  10月 29日（木）  10:00～17:00 

  30日（金）  10:00～16:00 

■会 場  燕三条地場産業振興センター 

■その他  U-bigが団体ブースに出展します。 

◇魚沼地域ビジネス交流会 2015 

■日 時  １１月５日（木） 12:00～18:30 

■会 場  魚沼市堀之内体育館 公民館 

■参加費  １社 1,000円 １小間 3,000円 

        情報交換会１人 3,000円 

■締 切  ９月３０日（水） 

※申込受付中です。 

U-big 会員企業からの多くのご参加をお待ち

しています。 

 

◇夏休ものづくり工作展 

■日 時  審 査 ９月１８日（金）13:30～ 

一般公開 ９月１９日（土）9:00～17:00 

９月２０日（日）9:00～15:00 

■会 場  堀之内公民館 大ホール 

■内 容  市内小中学生が夏休みを利用して取

組んだ模型工作作品を一堂に展示

し、優秀賞等の審査を行います。一般

公開日は、入場無料でどなたでもご覧

いただけます。 

 


