◆ 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)

スクール︵魚 沼市堀之内 ︶
←会場となる 県立魚沼テ クノ

長岡技科大・長岡高専技術ｼｰｽﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
〜技術開発委員会〜
８月３０日（木） 魚沼市で開催！
長岡技術科学大学と長岡工業高等専門学校、
長野工業高等専門学校との合同で、魚沼市を会
場に企業等との共同研究テーマの発掘を目的に
6 月１日開催の「柏崎工業メッセ 2007」

教員及び研究者グループによる技術シーズプレ
ゼンテーションの開催が決定しました。同日に
は、県内外から研究者が魚沼市に集まりますの

第 1 回 夏休み子ども工作教室を開催します!!
〜事業委員会〜
事業委員会では、県立魚沼テクノスクールと
共催し、
夏休みこども工作教室を企画しました。
この教室は、魚沼の未来を担う子どもたちか
らものづくりの大切さ・素晴らしさ・楽しさを
知ってもらうことを目的としています。
８月 24 日(金)に県立魚沼テクノスクール(魚
沼市堀之内)を会場として、
市内小学校４年生か
ら６年生を対象に開催します。開催時間は、午
後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで、木工コース、
電気コース、石膏コース、動力コースの４コー
スを設定。Ｕ‑
big が担当する動力コースの主任
講師は事業委員会に所属するアイデック㈱の石
田社長です。当日講師として参加できる会員の
方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡
ください。

で、Ｕ‑
big からも会員、及び研究担当者・開発
担当者の出席をお願いします。
会場は
「会館魚新」
、
基調講演は平山征夫氏
（前
新潟県知事）
、
発表内容も魚沼バージョンを予定
しております。詳細は、後日ご案内します。

講演会：佐藤信武氏（イトーヨーカ堂副会長）
〜研修委員会〜
㈱イトーヨーカ堂の取締役副会長であり、魚
沼市渋川出身の佐藤信武氏をうおぬま市民大学
講演にお招きするＵ‑
big 後援事業。
日 時：10 月 20 日（土）14:00〜16:00
会 場：広神コミュニティセンター
東京へ上京後に会社勤務をされながら勉学に
励まれた経験や魚沼市の地域振興や商工業発展
の可能性などをテーマとして講演をいただく予
定。Ｕ‑
big 会員の参加をお願いします。
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活発な動きの「委員会」「部会」活動！

◆技術開発委員会
委員長 川井義博 ホリカフーズ㈱

２年目を迎えたＵ‑
big は、全員参加の運営を
めざして、今年から３つの委員会と４つの部会

５月 14 日 吉兵衛 15 名中 12 出席
この委員会活動をとおして特徴・特色ある

を設置しました。個々の委員会活動や部会の積

ものを発信し、
『魚沼市ものづくり振興協議

極的な取組みに対して、事務局サイドでは三役
と各委員長・部会長から構成する「運営会議」

会』をブランド化するよう努める。
(1) 技術交流

を毎月開催し、委員会や部会の動きに対応する

親睦を図りながら、情報を共有し気軽に相

ことにしました。

談できるＵ‑
big へ。
ア 健康ビジネス連峰構想推進
ホリカフーズ㈱ （採択決定）
(2) 産学官連携
ア 農作業ロボットの開発（将来的には会員

５月 23 日
運営会議

企業の個々の判断で参画）
① 長岡技術科学大学＆長岡工業高等専門
学校＆長岡メカトロニクス研究会＆魚沼
市ものづくり振興協議会。
② 長岡メカトロニクス研究会に委員会か
ら代表選手として５名加入する。

６月 14 日
拡大理事会

川井委員長、星副委員長、桑原文夫：サ
ンケン㈱、桑原浩二：ニューロング精機
㈱、青木、年会費１人 3,000 円は委員会
費から支出

委員会の動き
◆研修委員会
委員長 小杉 忍 ㈲サカキヤ
４月 25 日 須藤魚店 11 名中９名出席
・会員として参加することが楽しい（気持ちよ
い）会とする。
・生涯学習課で行っている魚沼大学の講師に佐

６月 30 日魚沼市で開催された会議

藤信武氏（イトーヨーカ堂副会長：魚沼市渋
川出身）を招聘する予定がある。実施にあた
って、連携して進めることを確認した。
・10 月の全体会に向けて、講演会を行えるよう
進める。
・新潟県の河合新産業企画監の話をもう一度聞
いてもいいのでないかの意見もあり。
・合同入社式の開催 Ｕ‑
big 企業の仲間意識の
醸成

除草機：技科大の大石教授
イ 長岡技術科学大学＆長岡工業高等専門学

・身障者の雇用推進

校シーズプレゼンテーション in 魚沼
（６

・一企業では、できないことをＵ‑
big でやって
欲しい。

月８日、事務レベル会議開催、柳教授以
下６名来庁）

・長岡、新潟、柏崎の人材を確保するためには

(3) 展示会への参加を推進

アパートが必要。

ア 機械要素展の来年出展小間確保申請が来
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ているので復興基金事業で３小間申請し

(5) 第３回大新潟物産展出展

て良いか？（理事会決議）

11 月 1 日（木）〜４日（日）

◎第 11 回機械要素技術展
6 月 27 日（水）〜29 日（金）

東京プリズムホール
出展予定会員：㈱大沢加工・玉川酒造㈱

東京ビッグサイト
出展企業 山田精工㈱・シンコー電気㈱・
㈱新潟プレシジョン・㈲エヌ・オー・シー

㈱大力納豆・㈲芳林堂
(6) 夏物語物産「ネスパス新潟館」6 月 22〜24 日

（小川電気㈱）

期間中Ｕ‑
big の旗がひるがえりました。
(7) その他
３委員会対抗のソフトボール大会を提案
賞品は食品企業に提供を願う。10 月頃計画
してはどうか
◆事業委員会
委員長 杵渕正夫 ㈱大沢加工
５月 11 日 須藤魚屋 13 名中９名出席
期間中 82,000 人の来場者があり、Ｕ‑
big

以下のアイディアを 5 月 23 日に開催される

会員が多数来場しました。

運営会議に報告したうえで、次回事業委員会

◎自治体総合フェア・介護フェア 2007

において平成 19 年度の活動方針・予算等を決

7 月 11 日（水）〜13 日（金）
東京ビッグサイト
出展企業 ホリカフーズ㈱

定したい。
・会員会社の見学会の開催
・ビジネス交流会において製品展示会と子供た
ちのものづくり教室の併催
・会員各社の案内看板や製品出荷時の段ボール
への U‑
Big ロゴマークの印刷
・名刺にＵ‑
big を入れるように
・会社の玄関に『会員証』

・アルプス付近の国道沿いの看板の利用
(4) アルプス電気㈱磁気デバイス事業部小出工

・ものづくり会館(Ｕ‑
big の拠点・展示・体験)
の整備(市役所不要庁舎、
アクシオムセンター

場の動向について

ハウス等)

30 数年の歴史を持つ同社が果たした業
績を考えると、同じ企業人として知らない

・拠点については、今年度で一定の方向を出し
たい。
（商工観光課長）

顔はできない。技術開発委員会で対応、星

・製品展示場を設置して、観光ルートに繰り入

副委員長を窓口に対応、同社訪問した。

れて欲しい。
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産業都市の広域連携

・ハローワーク「中学生の職場体験」への協力

「いたばし関越フォーラム」

・U‑
Big ホームページの作成・公開

関越自動車道沿線のものづくり企業と広

・魚沼地域ビジネス交流会への参画
・堀之内中学校職業講座に講師として小林会長

域交流の場として、新潟の企業を中心に約
100 社を招いて開催。

を依頼し承諾を得ている。
（6 月 27 日開催）

Ｕ‑
big 企業は参加費無料！（申込必要）

・魚沼テクノスクールとＵ‑
big の共催事業で夏
休みものづくり体験教室

部会の動き
◆食品部会 部長 川井義博
（ホリカフーズ㈱）
◆電気部会 部長 小川 茂
（小川電気㈱）
◆機械部会 部長 小島光雄
（㈱理研計測器製作所）
◆一般部会 部長 小関義信
（㈱アートプリント角越）
各部会とも一回目の会合を実施し、部会
企業訪問などの今年度の計画を打ち出して
います。

展示会等の申込
◆中小企業総合展 2007 出展申込受付中！
10 月 31 日（水）〜11 月２日（金）
東京ビックサイト
１小間(3ｍ×3m×H2.7m)52,500 円
申込〆切り：８月１日
◆新潟国際ビジネスメッセ 2007
11 月８日（木）〜９日（金）
新潟市産業振興センター
１小間(3ｍ×3m×2.7m)105,000 円
申込〆切り：８月 20 日
◆第 11 回いたばし産業見本市
11 月 15 日（木）〜17 日（土）
板橋区立東板橋体育館
１小間(1.9ｍ×1.9m×2.7m)36,750 円
同時開催のフォーラム（15 日）

にいがた産業創造機構の支援施策
■取引推進事業
・新規取引先の紹介斡旋
・受発注状況調査
・商談会の開催
・インターネット等による情報提供、情報発
信支援
・下請取引適正化、苦情紛争相談
■ゆめ・わざ・もの支援事業がさらにグレード
アップ！
高度な技術開発を支援する「スーパーわざづ
くり支援助成金」
、事業化のプロセスを一貫して
支援する「かんばんづくり支援助成金」
※詳しくはホームページ
[新潟県 ゆめ・わざ・もの]で検索！
■その他
ジェトロ新潟を窓口に海外進出の支援事業も
各種あります。

２００７魚沼地域ビジネス交流会
骨子が決定しました！
期日：10 月 18 日（木）
会場：魚沼市地域振興センター
今年は、３回のグループ別交流会を２回に減ら
し、東証１部上場企業の部長クラスをお招きして、
業界の今後や魚沼市にどのような企業を求めるか
の講話を予定しています。
翌日（19 日）には招聘企業を中心に、魚沼市と
南魚沼市の企業訪問視察も予定しています。

余震が続いています。頭上から
の落下物によるケガなどがないよ
うに職場点検をお願いします！
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