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念 頭 挨 拶
－時代のニーズに合わせた
新規事業の取組強化を－
魚沼市ものづくり振興協議会
会長 川 井 義 博

新年あ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、東日本大震災からの復興需要をきっ
かけに、日本経済は立ち直りの足がかりを得た
かに思えた時期もありましたが、それらの動き
は一部の業種に限られ、なかなか多様な業種へ
の広がりが見えない状況が続いています。
また、
中国との関係悪化、欧州の経済不安など、この
魚沼の地の企業にとっても、世界の情勢に一喜
一憂しなければならない状況が続いております。
また、昨年 12 月の衆議院議員選挙により政
権交代となり、大規模な経済対策に期待をする
ところですが、先行きが不透明な状況に変わり
はありません。
このような状況の中、魚沼市ものづくり振興
協議会は 4 月の総会以来、田の草取りロボット
開発に加え、魚沼型小水力発電活用実証等業務

委託を受託し、企業間の連携により開発型企業
を目指し、取り組んでまいりました。今後も会
員の皆様の創意工夫、知恵を結集して「魚沼ブ
ランド」の創出にむけた取組を加速してまいり
たいと思います。
また、今後とも会員皆が参加できる会を運営
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。
最後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。

夏休み子どもものづくり教室

開催！

うまさぎっしり新潟 食の大商談会 出展

今回で６回目となる小学生向け「夏休みものづく

9 月 20 日、池袋

り教室」が、8 月 23 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

ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨにて
「うまさぎっしり新潟
食の 大 商 談 会 」が

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」と題し、教材を活用し電気の

開催され、U-big か
らは㈱大沢加工、ﾎ

仕組みを学習しました。乾電池、ソーラーパネルの
2 タイプのモーターを使って太陽の下で走らせまし
た。その後、帰宅後もキットを使っています、という

ホリカフーズ

ﾘｶﾌｰｽﾞ㈱、㈱ゆの
たにの 3 社が出展
しました。

アンケートもあり、参加児童も楽しみながら電気のし
くみについて学習できる良い教室となったのではな
いかと思います。
【参加者アンケート結果】
参加者記載
・今日はとても楽しかったので来年もいきたいです。
・配線を組み、車をはじめから作り上げていくことが
楽しかった。モーターと電池（太陽電池も含めて）
で、いろいろな遊び方ができることがわかった。
・家に帰ってからも、スーパーソーラーカーで遊びま
した。テクノスクールでもわかりやすく教えてくださ
ってありがとうございます。田んぼのあぜの草かり
マシンの開発実用化、がんばってください！
・ソーラーカーを作ってみてあらためて電気のしくみ
がわかってよかったです。また、家に帰った後いろ
いろ作ってみました。楽しい体験をさせていただき
ました。
・初めてソーラーカーを作りました。始めは簡単だと
思ったけどかなり難しかったです。家でも部品をつ
けたりしています。また来年あったら行きます。
保護者記載
・家に帰ってからもソーラーカーで遊んだり楽しかっ
たことを笑顔で話してくれました。参加してよかっ
たです。ありがとうございました。

ゆのたに

大沢加工

三条燕ものづくり連携フォーラム 出展
9 月 25 日～27 日の 3
日間、三条地場産業
振興センターにて「三
条燕ものづくり連携フ
ォーラム」が開催され、
U-big ブース内に㈱
栄 工 舎 が 出 展 しま し
た。

国際ご当地グルメグランプリ出展
10 月 6 日～7 日の 2 日間、南魚沼市牧之通りで開
催された「国際ご当地グルメグランプリ」に U-big ブ
ースを出展し、㈱大沢加工、小川電気㈱、㈱大力
納 豆が 参 加 しました 。 2 日 間 合わせ て 、全 体の
来場者
は
57,000
人と多
くの方
で賑わ
いまし
た。

田の草取りロボット改良実験

魚沼地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 2012 に 32 社参加
10 月 17 日、
13 回目の開
催となる魚

9 月 21 日、田
の草取りロボッ
ト田助の改良
に伴 う走 行 実

沼地域ビジ
ネス交流会
に U-big 会

験が行われま
した。今年度

員企業 32 社
が参加しまし

の活動計画に
上げていたフロートを取り付けての実験となりました
が、思うような成果を得ることができませんでした。こ
の結果を受け、今後の進め方についてプロジェクト
内で検討していく予定です。

U-big 全体会・平山塾

た。
第 1 部では、グループ別交流・個別交流・個
別商談会・パネルディスカッションが行われま
した。

開催
11 月 1 日、
UOSHIN に
て魚沼市も
のづくり振
興協議会全
体会・平山

塾が開催さ
れました。
全体会では、本年度の中間活動報告が行われ
ました。また、会員が製作作業等の活動をした
り、技能・技術の教育の場として活動できる場
所について要望書を提出し、現在魚沼テクノス
クールの空き部屋を提供いただけるよう、協議
している旨報告がありました。
全体会に引き続き、
「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「変革期を迎えた世界経済と
日本 ―成長なき時代を生きる地域の知恵」をテ
ーマにご講演いただきました。尖閣諸島に代表
される領土問題の考え方や、投資先を求めて世
界を駆けまわるオイルマネーの実態経済への影
響など、現在我々が置かれている状況について
わかりやすいお話しをいただきました。終了後
には、熱のこもった意見交換も行われました。

魚沼市雇用創出促進協議会との懇談会 開催
11 月 28 日、雇用創出推進協議会と U-big 理事と
の懇談会が開催されました。
今年度から始まった雇用推進事業について、実際
の現場の意見を取り入れ、今後の事業に活かしてい
ただくために、担当者と意見交換を行いました。

第 2 部の基調講演では、燕商工会議所産業観光
課参事の高野雅哉氏から、「磨き屋シンジケート
から始まったモノづくりの挑戦」と題して、参加
企業へ力強いメッセージがありました。
また、製品展示ブースには、昨年に引き続き
学生が見学に訪れました。今年は市内の全中学
1 年生と国際大学の学生が訪れ、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、次世代を担う子ども達の育成の一助とする
ことができました。
今後も、
市行政と足
並みを揃え
て、様々な
事業に取り
組んでいき
たいと考え
ています。

メンタルヘルス研修会

開催

9 月 13 日小出商工会館にてメンタルヘルス研
修会が開催されました。(社)日本産業カウンセ
ラー協会上信越支部シニア産業カウンセラーの
朝日様を
講師にお
招きし、
職場のメ
ンタルヘ
ルス対策
について
研修しま
した。

金融研修会・ボウリング大会

開催

11 月 28 日に

法人化検討委員会 進行中
8 月 7 日の第 1 回会議後、現在までに 3 回の会議

「金融研修

を重ね、法人化について検討しています。

会」
・
「交流ボ
ウリング大
会」を開催し

また、10 月 2 日には、魚沼市商工観光課長との懇
談会を開催し、魚沼市と U-big の関わり方について
意見交換を行いました。

ました。金融
研修会は第

引続き、検討を進めていきますので、ご意見等あり
ましたら事務局へご連絡ください。

四銀行の小

平山先生年末訪問

出支店 高島支店長を講師に、
「地域経済の現状と
今後 ～地域経済の再生のために～」と題し講演

12 月 17 日

を行っていただきました。また、第四銀行国際部

会長他６名

海外ビジネス支援室 調査役の植木様から、海外
市場参入にあたってのポイントについて、研修を
行っていただきました。

で、平山先
生を訪問し
てきました。

その後、会場を移動し恒例のボウリング大会を
行い、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。また、

先生からは
政権交代に
伴う今後の

個人戦でも、白熱したプレーの中、高スコアが続
出しました。

健康ビジネスサミットうおぬま会議に参加
11 月 14 日～15 日
の 2 日間東京のベ
ルサール八重洲に
て「健康ビジネスサ
ミットうおぬま会議」
が開催されました。5
年目となる今回、初めて会場を東京に移しての開催
となりました。個別会議では U-big 会員のホリカフー
ズ㈱より「災害時における適切な食のマネジメント」と
題し報告が行われました。
㈱リコーにいがた新技術･新工法展示商談会出展

11 月 21 日～22 日の 2 日間、NICO 主催㈱リコー
との展示商談会が開催され、シンコー㈱、㈱新潟プ
レシジョン、山田精工㈱の 3 社が出展しました。
平成 24 年度戦
略的基盤技術高
度化支援事業
（サポイン）で超
微細成形技術に
よるシート型微
小針アレイの開
発に取組んでいる山田精工、新潟プレシジョンのブ
ースには、泉田県知事とリコーの近藤社長が見学に
訪れ、成果の説明を聞いていかれました。

日本経済についてお話しいただきました。

お知らせ
◇ＮＩＣＯ「技術開発チャレンジ交流会」
■日
■会
■内

時
場
容

1月24日（木）16:15～17:15
小出ボランティアセンター
国の競争的資金を活用した研究開発
について

※山田精工井口社長、新潟プレシジョン星社長
からのお話もあります。
■参加費 無料
◇長岡技術科学大学「技術開発懇談会」
■日 時 1月24日（木）17:30～18:30
■会 場 小出ボランティアセンター
■テーマ 「日本のものづくり」
話題提供者 機械系 田辺 郁男教授
■参加費 3,000 円
◇足立区 あだち異業種フォーラム 2013
■日 時 2月16日（土）
■会 場 足立区役所
※U-bigとしてパンフレット展示等を予定して
います。
――― 編集後記 ―――
新年明けましておめでとうございます。
「巳」には新たに出発するという意味があ
るそうです。今年は、昨年までに準備し
蓄えた力を発揮できる年になること
をお祈りしています。本年もよろしく
お願いします。(事務局 関）

