◆ 事務局：魚沼市役所商工観光課内 ℡ ７９２−９７５３

Ｆ ａ ｘ ７９３−１０１６

◆ メール通信先：産業振興係青木 (mail：aoki-susumu@city.uonuma.niigata.jp)

10 月 12 日、魚沼市地域振興セン
ターを会場に、115 社（市内 40 社、
南魚沼市 16 社、他県内 45 社、県外
14 社）160 名のビジネスマンが集結
した 2006 魚沼地域ビジネス交流会が
開催されました。
Ｕ‑
big も実行委員会に参画し、企
業感覚を取り入れた交流会に、多く
の会員企業から参加していただき、
Ｕ‑
big の積極的な取り組みを示す機
会となりました。
当会の設立総会に出席いただいた
新産業企画監の河合さんも駆けつ
け、激励をいただきました。
①実行委員長（魚沼
市長）あいさつで開
会②グループ別交流
会はメンバーがシャ
ッフルされ３回、交
流機会が膨らむ③河
合企画監の激励あい
さつと乾杯、交流
会・個別商談会へと
ステージは進む④呼
び出しによる個別商
談会は熱きビジネス
の戦場⑤交流パーテ
ィーにはウルトラマ
ンタロウも加わり、
銀河系をも巻きこむ
スケール⑥副実行委
員長Ｕ‑
big 会長（副
実行委員長）の手締
めでお開き

視察研修：工技総研・東港工業団地
９月 28 日に新潟市の新潟県工業技術総合研
究所と新潟東港工業地帯の立地企業２社へ視察

事業終了後に実施したアンケート調査では、
市内での懇親会のほかにも、こうした企業視察
研修事業をとおして情報収集をしたい、といっ
た要望が寄せられました。

研修を実施（全体会担当企画）
まず伺った新潟県総合技術総合研究所では、

大田区受発注商談会

様々な試験器具と、民間企業と連携して行って
いる共同研究の事例について紹介をいただきま
した。
視察に参加した会員で既に何度も訪問してい

９月 15 日、
魚沼市ものづくり振興協議会で登
録し、サンケン㈱の桑原さんと青木で参加しま
した。以下、桑原さんの復命です。

る方もありましたが、参加した会員企業からは

今回私が出席した企

熱心な質問が度々ありました。
（写真①）

業名が『魚沼市ものづ

※新潟県工業技術総合研究所の研究報告書が事務局に

くり振興協議会』の名
称だった為、商談予定

あります。入手希望の方はご連絡ください。

外の企業、数社から商
談の申込みがありまし
た。それは、 ものづくり と言う名称が、他企
業から興味を持たれたのではないかと思います。
当協議会も発足したばかりで、会員それぞれの
企業が、どのような技術・設備を持ち、どのよ
うなことができるか、会員同士が把握して団結
続いて午後から訪問した新潟東港工業地帯で

することにより受注件数も増えるものと思いま

は、旧新潟鉄工所関連企業で医療用具から工作

す。

機械・電子基盤・プログラム開発など幅広い分

指名を受けた企業
㈱小野電機/トキ・
コーポレーション
㈱/サキ・コーポレ
ーション㈱/東京光
音電波㈱/トークシ
ステム㈱

野に取り組んでいるニイガタ機電㈱（写真②）
とプラスチック容器包装リサイクル事業を行っ
ている㈱日本アクシィーズ（写真③）を訪問し
てきました。

産学官連携シンポジウム
９月 22 日、
長岡市市制 100 周年記念事業で開
催された『産業展・ロボット展』に参加、併催
された『産学官連携シンポジウム』にも参加し
てきました。

小林会長・小川電
気㈱小川社長・㈱
新潟ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ星
社長・㈱ニットク
中島会長

事務局：風間・吉田・青木

CEATEC JAPAN2006
10 月３日〜７日（幕張メッセ）商工観光課
富永・吉田参加

にいがた産学技術フェア 2006
10 月４日、ハイブ長岡でＵ‑
big 初の凱旋！

大新潟物産展
11 月２日から５日までの４日間、東京ドーム
シティ・プリズムホールにおいて大新潟物産展
がにいがた産業創造機構の主催で開催されまし
た。Ｕ‑
big からは㈱大沢加工、㈱大力納豆、㈲
芳林堂の３社が出展しました。
３連休ということもあり、お年寄りや家族連
れなどの多くのお客様で賑わっていました。

新製品・新技術展示ブースには、ホリカフー
ズ㈱が出展！

※物産販売でも U‑
big のぼり旗が大活躍!!

日本国際工業機械見本市(JIMTOF)
11 月１日から
８日までの９日間、
東京ビッグサイト
において日本国際
工業機械見本市
（JIMTOF2006）が
開催され、Ｕ‑
big
同時開催の基調講演『行きつづける技術とは
何か？』
（経済評論家：内橋克人氏）
小林会長/滝沢事務局長/ホリカフーズ㈱川井
社長/山田精工㈱井口工場長/青木出席。

からは㈱栄工舎と㈱新潟プレシジョンが出展し
ました。
546 社、5,125 小間の出展があり、ビッグサイ
トの全ホールを使用した大規模な展示会となり
ました。
国内だけでなく

諏訪圏工業メッセ２００６

欧米やアジアなど

10 月 19 日、国内最大級の精密機械工業展示

からも多くの来場

会（260 社、460 ブース）を視察、最先端の精密

者があり、まさに

加工技術に驚き！（商工観光課内田・児玉・青

国際見本市 の

木/㈱新潟ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ星社長/山田精工㈱井口工場

名にふさわしい展

長）

示会となりました。
※栄工舎のブースでも U‑
big のぼり旗が大活躍!!

Ｕ‑
big のぼり旗
10 本作成、事務局で保管してします。展示会
等でご利用ください。

滝沢事務局長を迎えて
10 月 25 日（水）
、Ｕ‑
big 事務局長の滝沢博忠
さんを迎えて、魚沼市役所で職員研修・勉強会
を開催しました。
「企業感覚を持った行政に努
める」ことが求められているなか、身近にすば
らしい講師がいることを発見、
『少子高齢化社
うおぬま市民大学講演会

会の理解と課題認識』と題してパワーポイント

11 月 11 日（土）小出郷文化会館大ホール
14：00〜16：00

を使って２時間の講義をしていただきました。
聴衆者は、企画課２名、広報広聴課１名、商

講師 江村林香さん

工観光課９人。
内容は、
少子高齢化社会の特徴、

演題

社会・企業に与える影響等について、具体的な

『にわとりのあたま』

数値や項目で示していただきました。これらを
行政課題として、どのように捉えていかなけれ
ばならないかという問題提起があり、これらの
課題への取り組みは、企業の方が一歩先を進ん
でいることを聞かせていただきました。

２児の母として自ら子育てをしながら、数々の
事業を手がけ、現在、国内航空業界初の女性社長
として、夫と共に㈱エアトランセを経営。
週休日の会社では、従業員の皆さんの参加も
お願いします。
フォーラム･イン・すみだ 2006
ビジネス交流会関連
11 月 17 日（金）すみだ中小企業センター
新産業企画監Ｕ‑
big 企業訪問
11 月 21 日（火）新潟県産業振興課新分野育
成係『健康ビジネス連峰構想』
、ホリカフーズ
㈱・小川電気㈱・㈱大力納豆を視察・訪問

Ｕ-big 研修担当アンケート
先に、会員に回答をお願いした研修事業の取

中小企業総合展 in Tokyo

Ｕ‑
big 枠で、

り組みに関するアンケートの回収が遅れていま

山田精工㈱・小川電気㈱・㈱栄工舎が出展

す。
未提出の方は、
早めの返信をお願いします。

11 月 29 日（水）〜12 月１日（金）
東京ビックサイト東１・２ホール

新規加入会員

Ｕ‑
big で参加企業応援をかねて、見学・研修
ツアーを日帰りで計画中！

★正会員
㈱オーテ電気 （魚沼市田戸）

にいがた新技術・新工法展示商談会 NICO 事業
12 月５日（火）〜６日（水）
新潟県内の 70 社出展、Ｕ‑
big からはシンコ
ー電気㈱、㈲エヌ・オー・シー（小川電気㈱系
列）
、㈱新潟プレシジョン、山田精工㈱が参戦！

