
 

 

 

5月 16日（火）川井会長他 3名と事務局の合計 6名で、新潟国

際情報大学 平山学長を訪問してきました。 

平山先生からは、移民の受入れ問題や米大統領選など世界情

勢についてお話しいただきました。また、農業の高齢化や後継者不

足、10年後の農業の在り方などについてアドバイスがありました。 

秋に開催する「平山塾」では、今年度も引き続き講師をお願いし

快諾いただきました。 

 

 

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

72名の方が参加しました。 

1日目のセミナーでは、佐藤市長の講話とビジネスマナーの研修を行い、2日目には U-big 中川電気部会長

（シンコー㈱ 代表取締役）の講話とビジネスシュミレーションなどの研修が行われました。 

U-big会員企業からも多くの若手社員が参加し、他企業との交流も行われました。 

 

 

6月 14日（水）機械部会が取り組んでいる小水力発電装置開発の事

業の一環で、魚沼市土地改良区が市内（池平地区）に建設した小水

力発電施設の見学会を開催しました。 

機械部会以外からも参加者を募り、総勢 10名で施設の見学や建設

にあたっての苦労や今後の課題等について説明を受けました。 

小水力発電について知識を深める機会となり、今後も研究を進めな

がら活動につなげたいと思います。 

 

 

6 月 21 日から 23 日まで東京ビッグサイトで第 21 回機械要素技術展

（M-tech）が開催され、2,454社が出展、3日間で 88,554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。 

会期 2 日目には佐藤市長が魚沼ブースの激励に訪れ、会場を視察さ

れました。同日には、U-big 会員企業を対象に魚沼市からの視察ツアー

も実施しました。（詳細は次頁） 

第 21回機械要素技術展に出展しました！ 

 

魚沼市池平地区 小水力発電施設の見学を行いました！ 

 

平山先生を訪問してきました！ 

魚沼市 市内企業合同研修が開催されました！ 

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

 



 

 

 

新潟県中小企業団体中央会の指導事業「直面問題研究会事業」を活用させていただき、販路開拓に向けた

研修を 2回コースで実施しました。 

 

◎6/22（木）第 21回機械要素技術展（M-tech）視察ツアー 

参加者 14名でのバスによる視察ツアーを行いました。早朝に

魚沼市を出発し東京ビッグサイトへ。展示会に行くことが初めての

参加者もおり、大勢の来場者で賑わっている会場に圧倒されてい

る様子でした。自社を PRする効果的な展示方法や国内外の最

新技術を間近で見学でき、良い刺激となる視察ツアーでした。 

 

◎7/13（木）販路開拓セミナー 

中小企業基盤整備機構 関東本部 販路開拓部 プロジェクトマ

ネージャー 田川 氏を講師に招き、販路開拓に関する基礎的知識

やグループワークによる実習を行いました。「ブラッシュアップシー

ト」を用いた実習では、自社の強みや他社との比較、顧客ニーズの

明確化など具体的な取組方法を学ぶことができました。また、参加

者の 22名は異業種間での出会いや意見交換の場となり、有意義な

セミナーとなりました。 

 

 

7月 28日（金）機械部会・交流部会・電気部会による合同部会を開催しました。 

合同部会の前半では、三条市に本社・工場を置く㈱三條機械製作所様へ訪問し、企業見学・情報交換会を

開催しました。U-bigからは９名が参加し、魚沼市にはない業種について学べる機会となりました。特に、鍛造現

場は迫力満点で参加者は釘付けになっていました。 

後半は 16名での合同部会を開催し、各社の近況報告や情報交換を行いました。今回で 7回目となる合同部

会は、これまで総会でしか会えなかった会員企業との交流の場となっています。 

 

 

8 月 5 日（土）魚沼市と友好都市である足立区で開催された「異業種フォ

ーラム 2017ｉｎあだち」に、商工振興室長・小川事務局長・事務局の 3 名で

視察に行きました。 

今年は、「名刺交換しませんか？」をテーマに新たなビジネスチャンスの

きっかけづくりとして、異業種間の情報交換が行われていました。名刺の交

換だけではなく、実際の製品やカタログを使用して自社のＰＲを行っていま

した。また、18 種類のミニセミナーでは、参加企業の成功談や営業ポイント

について紹介されていました。参加者は約 150 名となり会場全体が活気に

溢れていました。 

 

 

8月 7日（月）U-big と魚沼市長との懇談会・懇親会を開催しました。 

佐藤市長との懇談会は2回目となり、積極的に質問や意見が出されました。地域の活性化や人材の確保につ

いて等、今後の魚沼市を一緒に考える機会となりました。 

引き続き、行政との連携を深めながら、魚沼市の産業の活性化に努めていきたいと思います。 

魚沼市長との懇談会を開催しました！ 

「異業種フォーラム 2017ｉｎあだち」の視察に行ってきました！ 

機械・交流・電気 合同部会による㈱三條機械製作所への見学会を開催！ 

第 21回機械要素技術展視察ツアー＆販路開拓セミナーを開催しました！ 

魚沼市と U-bigの PRブース 



 

 

8 月 9 日（水）魚沼市教職員による巡検研修として、U-big 会員企業の山田精工㈱と㈱大力納豆への企業見

学が行われました。このような見学会は、魚沼市教育委員会との連携を進める中で市内企業の企業活動の内容

を知ってもらうことなどを目的に実施した事業です。参加者は29人となり、会社説明や製品の製造現場の様子を

真剣に見学していました。 

今後も児童生徒の職場体験や職場訪問などの取組に対して、U-big としても教育委員会と連携協力しながら

子どもたちへのものづくり教育に力を入れていきます。 

 

 

昨年度に引き続き、魚沼地域振興局を中心に、高校生等の地元ものづくり企業への就職の促進と、雇用のミ

スマッチ等による早期離職を防止すること目的に各種事業が開催されました。U-big も構成メンバーとして参加し、

講演会の講師や企業訪問の受入れ等を積極的に協力しています。 

 

◎5月 27日（土）新潟県立堀之内高等学校 キャリア教育講演会 

・講演テーマ 「社会人にとって必要なこと、身に付けて欲しい能力」 

・講 演 者 大平副会長（㈲大栄食品 代表取締役） 

・対 象 全校生徒 

考える力や自分の考えを相手に伝える力の重要性、時代の変化を読み取

り変化に対応する力など、就職を考える学生に向けての内容となりました。最

後には、U-bigの紹介と地元企業への就職を考えて欲しいと伝えました。 

 

◎6月 28日（水）新潟県立小出高等学校 キャリア教育講演会 

・講演テーマ 「地元に根付いた小出高校卒業生」 

・講 演 者 ㈱栄工舎・ホリカフーズ㈱・山田精工㈱の若手社員 

・対 象 全校生徒 

今回の講師は全員が小出高校の卒業生で各自が高校卒業から現在の職

場に勤めるまでの経緯や、高校時代に身に付けて欲しいことなど、自身の経

験を元にした講演となりました。講師との年齢も近く生徒にとっても身近に感

じる事ができたと思います。 

 

◎7月 14日（金）新潟県立魚沼テクノスクール キャリア教育講演会 

・講演テーマ 「自分の価値観を大切に」 

・講 演 者 川井会長（ホリカフーズ㈱ 代表取締役社長） 

・対 象 全校生徒 

これまでの人生中で様々な判断をどのような価値観で行ってきたか、経験

を元にした講演内容となりました。また、自社紹介ではレスキューフーズを生

徒と一緒に作り、試食する場面もありました。 

 

◎魚沼市ものづくり企業訪問バスツアー 

高校生とその保護者、高校の教職員を対象に魚沼市の製造業を知ってい

ただく機会として、2日間のバスツアーを行いました。 

第 1回 7月 5日（水） 

シンコー㈱、㈱中村バルブ製作所、ニューロング精機㈱、㈱カイセ工業への

企業見学を実施しました。参加者は各高校の先生方が中心となり、積極的に

質問する様子も伺えました。 

第 2回 7月 8日（土） 

㈱新潟プレシジョン、㈱本高砂屋、㈱スター精密、その他市内企業 1 社への企業見学を実施しました。土曜

日の開催としたことから、高校生からの参加がありました。機械や製品を間近で見学でき、会社内の雰囲気も

感じてもらえる良い機会となりました。 

魚沼地域ものづくり人材確保対策事業 各種事業を実施しました！ 

魚沼市教職員による企業訪問が行われました！ 



 

 

 

◎人材派遣に関する勉強会 参加者募集中！ 

【日時】8月 29日（火）15：30～17：00 【会場】小出ボランティアセンター 

【内容】人材不足の解消や個々のスキルアップ、他企業の社員との交流など、将来に向けたヒントとなるよう勉

強会を開催します。人材派遣の基礎知識と十日町市で“ママ”の人材を活用する事業実施している

事例を紹介していただきます。 

 

◎十日町グループ夢 21との懇親ゴルフ大会 

【日時】9月 6日（水）10：30スタート 【会場】当間高原リゾート ホテルベルナティオ ゴルフコース 

【内容】交流を続けている十日町市のグループ夢 21 との懇親ゴルフ大会です。今年は十日町市の会場で開

催し、会員企業 4名が参加を予定しています。 

 

◎人事評価制度の研修会 参加者募集中！ 

【日時】9月 12日（火） 【会場】小出ボランティアセンター 

【内容】他企業での失敗事例や取組事例など、現場の参考につながる人事評価制度の研修会です。また、

評価を踏まえた賞与・昇給への連動事例も紹介します。 

 

◎魚沼市ものづくり振興協議会 懇親ゴルフ大会 

【日時】10月 3日（火） 【会場】越後ゴルフ倶楽部 

【内容】今年も会員企業を対象としたゴルフ大会を開催します！詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

 

 

今後の U-big事業予定一覧 

― 編集後記 ― 

7月の豪雨被害にあわれた皆さまに心よりお見舞い

申し上げます。 

まだまだ暑い日が続きますので、 

現場作業など気を付けて、秋の新米 

を楽しみに元気に暑さを乗り切りまし 

ょう！       （事務局 江口） 

 

□■□展示会 出展情報□■□ 

 

◇うまさぎっしり新潟・食の大商談会 

【日時】 9月 8日(金) 

【会場】 池袋サンシャインシティホール 

【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㈱、㈱ゆの

たにが出展します！ 

 

◇第 3回アンチエイジングジャパン 2017 

【日時】 9月 11日（月）～13日（水） 

【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

ョナルジャパンが出展します！ 

 

◇メカトロテックジャパン 2017 

【日時】 10月 18日（水）～21日（土） 

【会場】 ポートメッセなごや 

【出展】 ㈱栄工舎が出展します！ 

 

◇燕三条ものづくりメッセ 2017 

【日時】 10月 26日（木）～27日（金） 

【会場】 燕三条地場産業振興センター 

【出展】 U-bigが出展します！ 

 

□■□子どもものづくり事業□■□ 

 

◇夏休み子どもものづくり教室 

【日時】 ８月２4日（木）13:30～15:00頃 

【会場】 県立魚沼テクノスクール 

【内容】 U-big は半田ごてを使って「AM/FM ラジ

オ工作」を担当します。 

 

◇夏休みものづくり工作展 

【日時】 審 査 9月 15日（金）15:30～ 

一般公開 9月１6日（土）～18日（月・祝） 

9:00～17:00※最終日は 15:00まで。 

【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り

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。 


