
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 頭 挨 拶 

－会員企業の連携による 

   U-big の活動を－ 

 

魚沼市ものづくり振興協議会 

会長 川 井 義 博 

 

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には希望に満ちた新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年は、安倍内閣が掲げる「地方創生」の下、設備投資や個人消費の持ち直しなど、全体的に回復傾

向にあると言われています。しかし、中国を始めとするアジア新興国等の景気減速の影響や、2017 年 4

月に予定されている消費税率引上げなど、我々地方の製造業は油断できない状況が続いております。 

このような中、魚沼市ものづくり振興協議会は設立 10 周年を迎え、昨年 5 月には記念イベントを開催

させていただき、会員企業の従業員やそのご家族、市民の皆様へ当協議会を PR する機会となりました。 

これまでも次代を担う子どもたちにものづくりの楽しさを伝えるための各種事業を行ってきましたが、

新たに市内小中学生が夏休みを利用して作った作品を募集し、一堂に展示する工作展を開催しました。

また、魚沼市教職員による企業訪問が実施され、会員企業 6 社を見学し地元企業を知っていいただく機

会となりました。 

また、各部会・各委員会活動に加え 3 部会合同の部会を継続的に開催し、活発な意見交換の中で各社

の現状を踏まえた共通課題の認識を深めてまいりました。 

今後とも参加し易い組織運営を活動の基本とし、市行政・議会と連携しながら、事務局体制の強化、

企業が育つ環境づくりの推進、将来の起業家育成活動の強化など地域の発展と地場産業の振興に寄与し

てまいる所存でありますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

結びに会員の皆様のご多幸とご繁栄をご祈念し、新年のごあいさつといたします。 

 

 

今回で 9 回目となる小学生向け「夏休みものづくり教室」が、8 月 21

日魚沼テクノスクールで開催されました。 

魚沼テクノスクールからは、電気施設科・エクステリア左官科・木造

建築科、U-big からは「太陽光で走るソーラーカーと 3D プリンタの実

演」と題した教室を開催しました。ソーラーパネルにコンデンサーを取り

付け、充電式のソーラーカー作りを体験しました。 

その後、新潟県工業技術総合研究所からご協力いただき、３D プリ

ンタの仕組みを学び、間近で実物を見学させていただきました。 

夏休み子どもものづくり教室 開催！ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8月 28日魚沼市長と U-big メンバーによる懇談会を開催しました。魚沼市総合計画における産業分野につい

ての方向性や新庁舎の建設をテーマに、大平市長と活発な意見交換を行いました。 

 

 
魚沼市から委託を受け実施している「子ども

ものづくり推進事業」の一環として、市内小中

学生が夏休みを利用して製作した作品を一堂

に集め「夏休みものづくり工作展」を初めて開

催しました。市内小中学校の児童・生徒から

239点の作品応募がありました。9月18日には、

大平市長を始め審査員の方々から審査いただき、最優秀賞から奨励賞までの 10 作品

が決定しました。また、作品は堀之内公民館大ホールにて一般公開を行い、2 日間で

242 名の方からご来場いただきました。最優秀賞及び優秀賞に選ばれた作品は新潟県

展に出品し、発明工夫の部では魚沼市立井口小学校 5年生の作品が最優秀賞（新潟県知事賞）に選ばれました。 

 

 

10 月 28 日研修委員会の主催による、会員企業 2 社の企業見学会を行いました。今年は、会員企業へ

の見学を通じて新たなビジネスチャンスの発見

や自社の改善行動への反映のきっかけづくり等

を目的に企画しました。 

1社目の本高砂屋㈱新潟工場では 17名が参加

し、『エコルセ』の製造ラインの見学や改善活動

の紹介をしていただきました。2 社目のニュー

ロング㈱小出工場では 23 名が参加し、中～大型の機械部品の加工現場を見学させていただきました。 

同業種・異業種様々な企業から参加していただき、新たな発見につながる見学会となりました。 

 

 
10月 29日・30日の 2日間、燕三条地場産業振興センターにて「燕三条ものづくりメッセ 2015」が開催され、

U-bigが団体としてブース展示をしました。 

ものづくりメッセは、特設テントを設けるなど大規模な展示・商談会で、221社・団体が出展し、2日間で 5,816人

の来場があり大変賑わっていました。 

 

 

11月 5日、16回目の開催となる魚沼地域ビジネス交流会に U-big会員

企業 30社が参加しました。全体では 101 社・団体から参加いただき、製

品展示や情報交換交流会は賑わっていました。 

今年は、技術シーズプレゼンテーションを同時開催しました。基調

講演では、株式会社スノーピーク代表取締役社長 山井 太 氏から、

『未来を切り拓く経営戦略』と題して講演がありました。 

また、製品展示ブースには、今年も市内の全中学 1 年生と国際大学

の学生が訪れ、U-big 会員の出展企業からは製品紹介などを中心に熱心に説明していただき、市内のも

のづくり技術について知る良い機会となりました。 

魚沼地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 2015に会員 30社参加 

燕三条ものづくりメッセ 2015 出展 

夏休みものづくり工作展を初開催！ 

魚沼市長との懇談会を開催 

U-big 会員企業の見学会を開催 

最優秀賞作品 

「水車を利用した街灯」 



 

 
11 月 12 日・12 月 3 日の 2 日間、東京大学准教授 土屋 健

介氏を講師に招き、市内中学生を対象とした「ものづくり教

室」を開催しました。 

「思いを言葉に、言葉をカタチに」をテーマに、「夢」を持

つ楽しさや夢に向かって努力することの大切さ、これまで取

り組んできた微細加工のものづくりを紹介しました。 

 

 

11月 12日・13日の 2日間、十日町市のあてま高原リゾートベルナティオにて、「健康ビジネスサミットうおぬま

会議 2015」が開催されました。8年目となる今回は「イノベーション・オブ・ライフ～新しい出会いと新しい価値を生

み出していく～」をテーマに最先端の話題提供がありました。 

展示ブースには会員企業の㈱大沢加工、㈱スタースーパーフーズ・インターナショナルジャパン、ホリカフーズ

㈱のブースが設置されました。 

 

 

11 月 16 日、梅野屋にて「魚沼市ものづくり振興協議会全体

会・平山塾」を開催しました。 

川井会長があいさつの中で、U-big の将来を見据え、「U-big

次世代の会（仮称）」の立ち上げに向け検討している事を説明し

ました。 

また、本年度の中間活動報告として、会員の要望に合わせた

研修会や企業見学会、積極的に取り組んでいる「子どもものづ

くり推進事業」などを報告しました。 

その後、「平山塾」を開催し、当協議会の顧問である平山征

夫先生（新潟国際情報大学学長）から「今こそ大切な地域企業の役割―地域版 CSR の提唱」と題してご

講演いただきました。世界の景気動向や今回の TPP 交渉妥結の国内外への影響など今後の進むべき方向

性について、具体的事例をあげて分かりやすく示唆に富んだお話を伺うことができました。 

新規加入会員のご紹介 

（株）スタースーパーフーズ・インターナショナルジャパン 代表取締役 星 忠承（魚沼市本町） 

（株）微酸性電解水研究所 所長代理 青柳 誠（魚沼市中原） 

 

 

11月 27日に機械部会主催による講習会を開催しました。木質バイオマス発電と小水力発電について、

現在の魚沼市の取組現状を市担当職員からお話いただきました。また、魚沼市議会産業建設委員会で 10

月に視察した先駆的事例の内容を、岡部産業建設委員長よりお話いただきました。 

 

 

12 月 17 日に大平副会長、小川事務局長、星昌夫理事及び事務局の 5 名

で、年末のご挨拶に顧問の平山先生を訪問してきました。 

先生からは、2月に開催されるスペシャルオリンピックス 冬季ナショナルゲー

ムや魚沼地域の自然を活かした事業などについてお話しいただきました。 

平山先生年末訪問 

機械部会 木質バイオマス発電・小水力発電に関する講習会を開催 

ものづくり教室を開催 

全体会・平山塾 

健康ビジネスサミットうおぬま会議に参加 



 

 

12 月 15 日に「金融研修会」・「ボウリング大会」を開催しました。

金融研修会では、賛助会員である新潟縣信用組合 堀之内支店・小出

支店 平田支店長を講師に「経済と地方創生」と題しご講演をいただ

きました。その後、新潟県立魚沼テクノスクールのご担当者から、公

的職業訓練等についてご説明いただきました。 

研修会後、会場を移動しボウリング大会を

行い、会員企業の交流が図られました。団体

戦では、委員会対抗で競い、研修委員会が優

勝しました。個人戦でも、白熱したゲームの

中、好スコアが続出しました。 
 
 

 

 

○アンチエイジングジャパン 

開催日：平成 27年 9月 7日～9日 

会 場：東京ビッグサイト 

出 展：㈱スタースーパーフーズ・インターナショナ

ルジャパン、ホリカフーズ㈱ 

○うまさぎっしりにいがた 食の大商談会 

開催日：平成 27年 9月 11日 

会 場：池袋サンシャインシティ 

出 展：大沢加工㈱、㈱ゆのたに 

○関西 機械要素技術展 

開催日：平成 27年 10月 7日～8日 

会 場：インテックス大阪 

出 展：㈱栄工舎 

○メカトロテックジャパン 

開催日：平成 27年 10月 21日～24日 

会 場：ポートメッセなごや 

出 展：㈱栄工舎 

 

 

 

◇第 50 回ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 2015 

開催日：平成 28年 2 月 10 日～12 日 

会 場：東京ビッグサイト 

出 展：NICO ブースにて、㈱大力納豆が出展し

ます。 

◇第１回 名古屋 機械要素技術展 

開催日：平成 28年 4 月 19 日～21 日 

会 場：ポートメッセなごや 

出 展：NICO ブースにて、㈱栄工舎が出展

します。 

 

――― 編集後記 ――― 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 今年は「申」年です。「申」の文字は、「伸ばす」という意味があり、「草木

が十分に伸びきった時期で、実が成熟して香りと味がそなわり固く殻におおわ

れていく時期」をいうそうです。今年は私も仕事とプライベートの両方で 

「伸ばす」ことを目標に頑張りたいと思います。 

皆様にとって充実した一年でありますように！ （事務局 江口） 

各種展示会へ会員企業が出展しました！ 

お知らせ 

金融研修会・ボウリング大会を開催 

【ボウリング大会団体戦結果】 

1 位 研 修 委 員 会  トータルスコア 1496 

2 位 事 業 委 員 会  トータルスコア 1419 

3 位 技術開発委員会  トータルスコア 1402 

 


