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また、各部会・各委員会活動に加え 3 部会合

年 頭 挨 拶
－会員企業の連携による
U-big の活動を－

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。新たな取組みとしては、市

魚沼市ものづくり振興協議会
会長 川 井 義 博

民からの要望に会員同士が創意工夫し知恵を結
集し、協力して取り組む活動も始まり、会員同
士のつながりをより一層強化してまいりたいと

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

思います。
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

のこととお慶び申し上げます。
昨年は、消費税増税に伴う消費の落ち込みか
ら、7 月～9 月期 GDP も引き続きマイナス値とな
りました。安倍内閣が推進するアベノミクスも、
業種によっては回復傾向にありますが、地方経
済への波及はまだ先の見えない状況にあります。
この度、第 3 次安倍内閣が発足し、地方の中小
企業への本格的支援も行われるようです。我々
ものづくり企業への追い風とできるよう取り組
んでいきたいと考えています。
さて、これまで次代を担う子どもたちへもの
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、更なる成果を目指し魚沼市教育
委員会との連携を深めるための意見交換会を行
いました。今後も様々な分野で連携を深めたい
と思います。

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。
本年は当協議会設立 10 周年の節目を迎えま
す。これまでの 10 年を振り返り、今後の 10 年
を考える機会と捉えております。また、10 周年
記念行事として、会員企業全体を対象にした合
同イベントなど記念行事の開催に向けて検討を
重ねております。
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。

夏休み子どもものづくり教室

開催！

第 17 回関西機械要素技術展

出展

9 月 24 日～26 日までインテックス大阪にて第 17
回関西機械要素技術展が開催され、3 日間で
36,939 人が来場しました。
NICO のブース出展は今年が初めてで、U-big か
らは㈱栄工舎が出展し、会員企業２社と事務局で次
年度以降の参
考のため、視
察を行いまし
今回で 8 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。

た。東京とは
違った雰囲気
の中、活発な

魚沼テクノスクールからは、電気施設科・エクス

商談が行われ

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
仕組みを乾電池とソーラーパネルの 2 種の違いに

ていました。

ついて学習し、実際に太陽の下で走らせました。
あいにくの曇り空
で 、思 う ように はソ
ーラーカーは走り
ませんでしたが、全

9 月 26 日池袋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」が開催され、U-big からは
㈱大沢加工、玉

員が太陽の力でタ

川酒造㈱、ホリ

イヤが回ることを確
認できました。

カフーズ㈱、㈱
ゆのたにの４社

うまさぎっしり食の大商談会

出展

が出展しました。
【参加した子どもたちからのアンケート抜粋】
・ソーラーカー作りが楽しかった。来年も参加したい
です。
・ソーラーカー作り、面白かったです。天気が悪くて
あまり走らなかったので家で晴れた日にやってみ
ます。
・ソーラー電池で、モーターを走らせただけでなく、
乾電池でも走らせることができたので良かったで
す。家でも、ソーラー電池や乾電池で、モーターカ
ーを走らせたいです。
・僕は、次の日天気が良かったので外で走らせたら
すごいスピードで走りました。ソーラーカーのことを
調べて、夏休みの自由研究にしました。ありがとう
ございました。

魚沼市長との懇談会を開催
9 月 5 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。人口減少問題への取組や、食を通
じたまちづくり事業について大平市長からお話いた
だき、活発な意見交換を行いました。

燕三条ものづくりメッセ 2014

出展

10 月 1 日～2 日の 2
日間、燕三条地場産
業振興センターにて
今年初の試みとなる
「燕三条ものづくりメッ
セ 2014」が開催されま
した。U-big からは、栄
工舎㈱が出展したほ
か、U-big も団体としてブース展示をしました。
会場は特設テ
ントを設けるなど
大規模な展示・
商談会となり、2
日間で 5,354 人
の来場があり大
変賑わっていま
した。

魚沼地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 2014 に会員 31 社参加

健康ビジネスサミットうおぬま会議に参加

10 月 16 日、
15 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 31 社

11 月 6 日～7 日の 2 日間湯沢町の NASPA ニュ
ーオータニにて、「健康ビジネスサミットうおぬま会
議 2014」が開催されました。7 年目となる今回は健
康・医療分野に加えて、災害食や食品の機能性
表示がクローズアップされ、最先端の話題提供
がありました。

が参加しまし
た。

展示ブースには
会員企業の㈱大沢

第 1 部では、グループ別交流・個別交流・個
別商談会・各種相談会が行われました。
第 2 部の基調講演では、明星大学経済学部教

加工、㈱大栄溶接
工業、ホリカフーズ
㈱のブースが設置

授、一橋大学名誉教授

されました。

関 満博氏から、
『成熟と

縮小の時代、どこに「希望」を見出すか～地方の
モノづくりの行方～』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。
今後も、市行

㈱大栄溶接工業

全体会・平山塾
11 月 14 日、UOSHIN 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。
全体会では、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、新
たな取組となる教育委員会との意見交換などを
報告しました。

政と足並みを揃
えて、様々な事

また、大平副会長あいさつの中で、来年度は
U-big 設立 10 周年を迎えるにあたり、記念行事

業に取り組んで

の開催を考えており、今後検討を進めていきた

いきたいと考え
ています。

いと述べました。

企業見学会を開催
10 月 29 日研修
委員会の主催によ
る、新潟市内 2 社
の企業見学会を行
いました。
1 社目のナミッ
クス㈱様ではテクノコアと呼ばれる研究施設を
見学し、デザイン性の高い施設と研究に対する
取組を勉強させていただきました。
2 社目には佐藤食品工業㈱様の東港工場で米
飯製造を見学させていただきました。
参加者からは、異
業種の施設・工場を
見学し大変有意義な
見学会だったとの意
見をいただきました。

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「今こそ必要な地域創生の実
践―消滅の危機からの脱却」と題してご講演い
ただきました。今回の日銀の追加的措置の意義
を始め、消費税増税に向けた政府の動向につい
てや、昨年 5 月の「地方消滅」に関するレポー
ト発表を受けて、全国の市町村で様々な議論が
行われる中、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。

研修会を開催しました
12 月 13 日に研
修委員会主催の
研修会を開催し
ました。講師に、
㈱日本政策金融
公庫 新潟支店
中小企業統轄 内田裕彦氏を迎え、「ものづくり
環境等の変化を踏まえた市場創出の視点～マー
ケティング及びイノベーションの役割と事業戦
略」と題してご講演をいただきました。
ものづくり企業の現状を様々な視点から解説
していただき、価値観の多様化による環境の変化
とマーケティングの役割、イノベーションの必要
性を学びました。事例を交え、大変分かりやすく
参考になるお話を聞かせていただきました。

平山先生年末訪問
12 月 11 日に井口副会長、大平副会長、小川事務
局長、星昌夫理事及び事務局の 7 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、この度の衆議院選挙やアベノミクス
による経済効果、社会が抱える雇用問題、魚沼市
の農業を踏ま
え、今後魚沼
市が進むべき
方向などにつ
いてお話しい
ただきました。

・コンピューターシュミレーションってなに？
・3次元データとものづくり～3Dプリンタの裏側～
・雪室育ちの乳酸菌ウオヌマ株の特長とその利用

②16:30～17:30

話題提供：長岡技術科学大学

機械系

准教授

氏

③17:30～

11 月 23 日各分野で大きな功績を残した個人・団
体などが表彰される、平成 26 年度魚沼市褒賞の授
与式が行われ、山田精工㈱が市内ものづくり産業
発展への貢献が認められ「商工振興功労賞」を受
賞されました。おめでとうございます！

幸雄

懇談・交流会

ねて開催いたします。

■会

小出ボランティアセンター
（交流会
割烹 浜もと）
■参加費 無料 ※交流会参加は 4,000 円

場

◇第 49 回ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 2015
■日

2月10日（火）～12日（木）
10:00～17:00
■会 場 東京ビッグサイト
■その他 NICO ブースにて、㈱大力納豆と㈱
ゆのたにが出展します。

時

◇NICO 事業 「創業・新事業展開応援セミナー」
■日
■主
■会
■講

時
催
場
師

2月17日（火）18:30～20:10
NICO
小出商工会館
くらたまなぶ氏

◆内

容

新事業を展開するためのヒントを
お話いただきます。
無料

◇U-big 10 周年記念イベント開催決定！
■日 時 5 月 30 日（土）時間未定
■会 場 響きの森公園 雪のコロシアム
■内 容 ステージショーや参加型イベント、
露店販売などを予定。乞うご期待！
※毎年2月に開催していた、
「あだち異業種フォ
ーラム」は8月の開催に変更になりました。
―――

お知らせ

宮下

なお当日は、十日町グループ夢21との交流会も兼

■参加費

山田精工㈱が魚沼市褒賞を受賞！

技術開発懇談会

テーマ：異種金属および樹脂/金属異材レーザ接合

編集後記

―――

明けましておめでとうございます。
今年は「未」年です。「未」の文字は家族の安泰と

◇「技術開発セミナー」・
長岡技術科学大学「技術開発懇談会」・
十日町グループ夢 21 との交流会 合同開催
■日 時 1月26日（月）
①15:30～16:30 技術開発セミナー
県工業技術総合研究所と県農業総合研究所の
事例紹介。

平和の象徴と共に、豊作の願いも込
められているそうです。
皆様にとって「実り」の多い一年
でありますように。
本年もよろしくお願いします！（事務局

江口）

