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年 頭 挨 拶 

＝時代の変化に適応し 

企業間の連携と協業のもと 

未来を創造する企業・U-big へと変革しよう＝ 

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、令和 5 年「卯年」をいかがお迎えでしょうか。 

 昨年も継続的に発生する新型コロナ、更にロシアのウクライナへの侵攻、急激な円安、諸物

価高騰など、世界情勢は暗い影が絶えませんでした。一方、スポーツ界では北京冬季オリンピ

ックでの過去最高 18 個のメダル獲得、投打二刀流の大谷選手、22 才 3 冠王の村上選手やサッ

カーワールドカップの日本代表の活躍など、アスリートの皆さんからはたくさんの元気をもら

いました。 

 昨年 U-big のトピックスでは、課題としていた「オープンファクトリー&オフィス」「魚沼市

インターンシップ」を開催できたことは、新たな道が開けた大きな出来事だったと思います。

その中で、地元企業をいかにして知っていただくか、魚沼市に一人でも多くの「人財」を迎え

るにはどうしたらいいのか。課題解決へ向けて大きな一歩が踏み出せたのではないかと思いま

す。 

卯年は、閉じていた門が開き「とび出る」という意味から「飛躍する」年や時代の区切り、「契

機になる」年と言われています。今まで溜めていたパワーを思い切り放出して、より一層「飛躍」

する年にしましょう。 

会員の皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念し、新年の挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

 
一般社団法人 魚沼ものづくり振興協議会 

代 表 理 事 井口 孝司 

 

 

♦事務局：魚沼市今泉 1488-1 旧広神庁舎 

TEL:025-793-7280 E-mail：infoubig@u-big.jp 

tel:025-793-7280
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 11 月 29 日(火)に UOSHIN にて「(一社)魚沼ものづくり振興協議会 全体会・講演会」が開催されました。 

全体会では半期の活動報告と、今後の計画について報告いたしました。 

 その後の講演会では塩沢信用組合 理事長の小野澤一成様をお招きし、 

「他行との差別化 独自性の取組」と題してご講演いただきました。 

講演では小野澤理事長のトークと従業員が作成された動画を元にお話し 

いただき、塩沢信用組合様の歴史から 2023 年の組合名称の変更・営業 

地区の拡大まで、分かりやすくお話し頂きました。小野澤理事長だけで 

なく、従業員の地元への愛情を感じる事が出来た講演会でした。 

最後の質問で小野澤理事長がお召しになっている塩沢紬のお値段をお聞きし、びっくりでした。 

 

 

                                     

                    

7 月 25 日(月)～8月 31日(水)の期間、メカトロ部会を中心にU-big独

自の取組みとして会員企業 22 社の協力のもと、「オープンファクトリー

＆オフィス」を開催いたしました。『市内の大人から子供までもっと地元

企業を知ってもらいたい！』そんな強い思いから始めたこのイベントに、

魚沼市長をはじめ、約 240 人もの方々から見学いただきました。見学し

た方からは「魚沼に世界を相手にした技術の高い会社がこんなにあると

は知らなかった」「ものづくりってすごいですね」というお言葉をいただ

きました。来年度も開催すべく、U-big全体で盛り上げていきたいと考え

ています。 

 

 

 9 月 20日(火)、21 日(水)にU-big主催で「魚沼市インターンシップ」を開催しました。新潟工科大学 1～2

年生を対象に募集したところ、12 名もの応募があり、 

会員企業 6 社にて実習を行いました。2 日間の実習後、 

旧広神庁舎にてU-big 執行部はじめ、参加企業からも 

ご参加いただき、学生との意見交換会も行いました。 

その際に「魚沼の印象」「実際働くときに重視する点」 

等学生の率直な意見もお聞きすることが出来ました。 

来年度以降も継続し、魚沼の企業に一人でも多くの 

「人財」が来てくれるよう、活動してまいります。 

 

 

 

 

 

令和 4年度全体会・講演会 

オープンファクトリー＆オフィス 

魚沼市インターンシップ 
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7 月 30 日(土)に新潟工科大学 機械システム学系 大金一二准教授

を講師に迎え、市内小学 4～6 年生 20 名が参加し「こどもロボット

工作教室」を開催いたしました。当日は新潟工科大学の学生 6名も指

導係としてお手伝いいただきました。参加した小学生たちは、黙々と

作業を進め、休憩時間も作業を止めない児童がたくさん見られました。

ロボットが完成すると、お互い声を掛け合いそれぞれのロボットを対

戦させ、笑い声や声援があちこちから聞こえました。このようなイベ

ントを通して、「ものづくりって楽しい!!」ということを知ってもらい、

ものづくりに興味を持ってくれたらと思います。 

 

 

 8 月 5 日(火)に市内中学 1～3 年生を対象に「新潟工科大学オープン 

キャンパス」を開催いたしました。レーザー加工機でのコースター作り、 

国内最大級の風洞実験装置を使った授業、ドローンプログラミングと 

盛り沢山の内容でした。 

 学食体験もしていただき、少し大学生気分を味わっていただけたので 

はないでしょうか。これからの進路を考える際の選択肢の一つになって 

くれたら嬉しいです。 

 

 

 

8 月 10 日(水)に大学生向け市内企業見学ツアーを開催し、新潟工科大学

の学生 5名に参加いただきました。 

会員企業のテーブルマーク㈱・㈱プレステージインターナショナル・㈱カ

イセ工業の工場を見学し、その後参加企業の担当者も参加した意見交換会も

行い、今の大学生の就職への率直な意見を聞くことが出来ました。 

学生の生の声を聞きけたことで今後のアピール方法などにも活かしてい

きます。 

 

 

 

  8月 18日(木)に、魚沼テクノスクールの「夏休みものづくり 

工作教室」にて天体望遠鏡作りを行いました。 

市内小学校から 15 名もの児童から参加いただきました。 

U-big からは㈱加藤精工 加藤社長、㈱大栄溶接工業 大塚社長、 

ニューロング精機㈱ 桑原営業部長にご協力いただき、児童たちに 

天体望遠鏡キットを用いて作成し、星座早見表を使って星の見方 

などを教えていただきました。 

 

こどもロボット工作教室  

新潟工科大学オープンキャンパス  

大学生向け市内企業見学ツアー  

夏休みものづくり教室 
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                                    9月 9日(金)～11 日(日)まで、魚沼市地域振興センター2Fにて 

「夏休みものづくり工作展」を開催しました。市内小中学生を対象に、168 

 点もの応募があり、内田市長をはじめとした審査員による厳正な審査の 

 結果、上位 4 作品が「第 71回新潟県模型展」に出品いたしました。3 日 

 間の来場者は 330 名にものぼりました。 

 会場設営の際には、メカトロ部会の皆様からご協力いただき、ありがと 

うございました。子ども達の自由な発想の作品に「ものづくり」の原点

を感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月 16日(金)に『「まち」の仕事発見塾』を開催いたしました。 

魚沼市内中学校の 1 年生を対象(1校のみ新型コロナの学校閉鎖の為 

不参加)とし、会員内外から 17 社の企業に参加していただきました。 

製造業、サービス業、農業、福祉、医療、学校などの幅広い分野から 

お集まりいただきました。生徒たちは自分で聞きたい会社を選び、 

10分ごとのサイクルで 4社の説明を聞いてもらいました。 

終了後の生徒アンケート、「将来魚沼で仕事をしていきたいと思いま 

すか」との質問に、25％の生徒が「魚沼で仕事をしたい」と答えて 

くれました。ですが半数近くの生徒が「まだ決めていない」との回答でした。今後「魚沼で仕事がしたい」

と思う人を少しでも増やしていくためには、このようなイベントを通して地元にどんな仕事があるのかをま

ずは知ってもらうことが大切だと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みものづくり工作展 

「まち」の仕事発見塾 

最優秀賞 

メリーゴーランド(オートマタ) 

優秀賞 

伝説のパワランオオヒラタヘラクレス

オオカブト 

優秀賞 
 

一生けん命がんばった田植え 

優秀賞 
 

雪板(原始版スノーボード) 

第 71回新潟県模型展出品作品 
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                                 新潟工科大学 風・流体工学研究センター センター長 富永禎秀教授

をお招きして、市内中学校 1校で講演会を行いました。 

                 「大学の先生のしごと：ものづくり ひとづくり」と題し、富永先生

の研究内容や、体験談を教えていただきました。 

                 昨今の新型コロナウィルスの対策で定期的な換気が当たり前ですが、

その際に一番有効な窓の開け方や、雪の研究の大変さなど、生徒たちに

とっても身近な話題で大変勉強になりました。富永先生自身、魚沼市旧

小出町のご出身との事で、生徒たちも親近感が湧いたのではないでしょ

うか。 

 

 

 U-big事業委員会主催で魚沼市福山峠ふるさと広場キャン 

プ場で「魚沼植樹会」がオオヤマサクラの苗木 24本を植樹 

いたしました。当日は天候にも恵まれ、魚沼市長、魚沼市 

職員、U-big会員に加え、新潟国際情報大学の学生 4名も 

参加していただきました。 

 毎年、雪と桜を両方楽しめると人気の雪上桜。春には 

沢山の花見客が訪れ、他の地域よりも少し遅く咲くことから「二度目の桜」として楽しむ方が多いそうで

す。この苗木が大きく育ち、地球環境の悪化に少しでも歯止めをかけ、魚沼市の観光に一役買えるように今

後も活動を続けてまいります。 

                       

  

                      10 月 22 日(土)U-big事業委員会主催で恒例の親睦ゴルフ大会

が開催されました。秋晴れの中、思いっきりゴルフを楽しんだ

そうです。優勝は 2 年連続で㈱ゆのたにの櫻井一夫様でした。 

                      尚、6 月には「十日町夢グループ 21」様とも交流ゴルフコン

ペを開催いたしました。お互いの団体間での意見や情報交換

等、大変有意義なゴルフコンペとなりました。 

 

 

 

 

                      11月 9日(水)に新潟県魚沼地域振興局様の委託事業で新潟県立小

出高等学校において「キャリアガイダンス」を開催しました。 

会員内外から 6 社の協力のもと、小出高校 1 年生を対象に各社 15分

の説明を３回行いただきました。生徒からも活発に質問が飛び、 

自分の進路の先にある「就職」というものを見据えている生徒が多か

ったように見えました。生徒たちの選択肢の中に地元企業が入れるよ

う、今後も活動を継続していきます。 

キャリア教育講演会 

魚沼植樹会 

U-big親睦ゴルフ大会 

小出高校キャリアガイダンス 
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  12 月 12 日(月)新潟県中小企業団体中央会の主催でU-big 

と協同組合三条工業会様との交流会・工場見学に行って 

参りました。U-big からは 12 名が参加しました。 

協同組合三条工業会様は 514 社もの組合員で構成されてい 

る大規模な組合ですが、どの様にして協業や連携を図っている 

のか、など沢山の質問をさせていただきました。 

工場見学は(株)マルト長谷川工作所様を見学させていただ 

きました。古くからある工場を大規模なリノベーションで「見せる工場」に変え、沢山の見学や修学旅行の

コースとしても受け入れていらっしゃるそうです。U-bigとしてもオープンファクトリー＆オフィスなどで

見学者を迎えることが増えると思いますので、「見せる工場」づくりはとても参考になりました。 

 

【今後の予定】 

◎令和 5年 1 月下旬 令和 5年度全体組織の決定(方針及びスローガン) 

◎令和 5年 2 月 3 日 若手リーダー～経営者セミナー(講師：ポリテクセンター新潟より紹介予定） 

◎令和 5年 2 月下旬 各部会・委員会令和 4 年度活動報告及び令和 5 年計画の決定 

◎令和 5年 3 月中旬 堀之内高等学校キャリアガイダンス開催予定 

 

 

 

 

 

 

U-big×協同組合三条工業会 交流会 

～編集後記～ 

新年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いたします。 

皆様は久しぶりの行動制限のない年末年始をどのように過ごされましたでしょうか？ 

本年も会員の皆様に有益な情報をしっかりと発信できるよう、心がけてまいります。 

                           ここで「ものづくりタイムズ」の本編では掲載しきれなかった 

                           写真をご紹介させていただきます。 

                           11/29の全体会後の懇談会にて松喜合資会社 松田光正様 

が瑞宝単光章を叙勲されたので、お祝いの花束をお渡しした 

際の写真です。井口会長と松田様の笑顔がとっても素敵でし 

たので、ここで掲載させていただきます。 

本年もたくさん嬉しい出来事があるといいですね。 

事務局：米山綾乃 

tel:025-793-1288
mailto:t.omomo@kks-env.jp

