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三条市および近隣市町村に居住または勤務する満２０歳から満４０歳まで

の青年が集い経営･経済の研究を通じ相互研鑽に励んでおり、自企業並びに地

域経済の発展に寄与している１９６１年から続く三条で一番歴史のある異業

種交流会です。発足より、４４１名（2019 年 1 月現在）もの卒業生を県央

地域に輩出しています。 

 

      
 

三条市は古くから金物の町として栄えてきましたが、当時はメーカーと問屋との交流が

ほとんどありませんでした。メーカーと問屋の共存共栄、話し合い・情報交換の場として、

次代を担う二代目経営者が集まり勉強して行こうとの目的で１９６１年３月１９日に会員

１６名で発足しました。 

 

      
 

① 経済・経営の研究を通して相互研鑚に励み、自企業並びに地元経済の発展に寄与する。 

② グループ活動及び各事業を通じ、人格を高め、会員相互の親睦を深める。 

 

     
 

 会員構成は三条地域を中心とした製造業、建設業サービス業など業種は多岐に渡ります。 

在籍できる期間は、年齢満 20 歳から満 40 歳までとなります。現在会員数は 201９年 

1 月現在で８１名、時代とともに組織力はより強化され、活動内容もより充実したものと

なっています。 
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  いつどんな活動をしているのですか 

     活動は原則的に全会員が集まる本例会（毎月第 3木曜日）。 

各グループ単位で集まるグループ例会が月に 1回（各グループがテーマ 

を設定）。その他に 5 月１５日に開催される三条祭りの大名行列への参加、 

研修旅行などの会員交流事業等があり、月 2～3回位が活動日になります。 

なお、例会は基本的に平日の夜に行われます。また、役員を中心に月１回 

役員幹事会で会活動の重要事項について会議をし、例会の企画から開催ま  

ですべてを自分達で行っています。 
 

・本例会                               

毎月１回開催される全員参加の例会です。主に経営･経済を学ぶ講演   

会･勉強会･討論会などを開催しています。 

大･中堅企業、地場企業の社長といった実業家を招いた講演と､与えら 

れたテーマに基づく討論会(ディスカッション)が中心となり、会員自 

企業の発展のため、そして自己研鑽のための勉強会を行っております。 

特に講演会では､例会でしか聞くことが出来ない情報もあり､企業発展 

のヒントとなることでしょう。 
 
・グループ例会                                                       

会員は３つのグループのいずれかに所属します。そのグループ毎に 

毎月１回開催される例会です。                 

体験・勉強会・討論会などグループ毎に工夫して運営をしています。 

本例会とは違った形の開催で、人数も２５名程度と各会員同士の親睦 

を図り、信頼関係が構築できる場となっています。 
 
・その他 

その他に年単位で行われる行事として、総会、公開例会、研修旅行、 

三条祭り大名行列への参加、家族交流例会等があります。 

 

  入会資格はありますか 

     年齢が満２０歳から満４０歳まで、男女を問わず経営・経済、人脈形成 

 に興味のある方であればどなたでも入会可能です。 

入会の手順は、入会申込書を提出後、役員幹事会（通常毎月第２木曜日） 

で承認されたのち翌月から正式入会となります。入会申込書は､事務局に 

お問い合わせ頂くか EC会員にお申し付け下さい。 

 

  会員にはどのような業種の方々がいますか？ 

     地域性もあり、製造業に携わる会員が最も多くなっています。製造業も 

金属、プラスチック、木工、紙器、印刷等々、様々なものを扱い、製造 

する事業所が集まっています。その他に建設業、設備業、運送業、物流、 

自動車関連、造園、住宅関連、金融機関、IT、不動産、飲食店、その他 

サービス業などなど、ありとあらゆる業種から会員が三条エコノミーク 

ラブに参加しています。 

 

 

 

 

 

  

010年１月臨時総会 

 



 

  会費等はどうなっていますか？ 

     会費は入会初年度に納める入会金 5,000 円と年会費 48,000円です。 

年会費については半年分の 24,000 円を前期・後期の年 2回に分けて納 

めます。（途中入会の場合は月割）この会費の使われ方は、会運営のため 

に多岐に渡って使われており､主に例会で講演頂く講師への謝礼やグルー 

プ活動､委員会活動を行うための活動費、対外交流事業を行うための活動 

費、今後の事業のための積み立て等、有効に使われております。 

なお､講演会等の本例会参加費は無料です。グループ例会、総会等は別途 

参加費が必要な場合があります。 

 

  入会するとどんなメリットがありますか？ 

     前記のご説明の通り、本例会等で普段では聞くことのできない方からの講 

演会に参加できることにより、自社発展のためのヒントを得ることができ 

ます。また各例会に参加することにより会員同士の懇親を深め、新たなビ 

ジネスチャンスを広げることができるかもしれません。 

その他、下記のようなメリットがあります。 
 

・会活動を通じて、見聞を広め自己能力のスキルアップを図ることができ、 

また環境・立場・年齢の近い仲間達と夢や会社の悩みを語り合う事がで 

きます。 
 

・様々な立場の人や業種の人達の中で意見を交わすことは、自分自身の考 

え方も磨かれ将来の方向性を見出すことができます。 
 
・様々な業種の仲間と知り合うことができます。そして素晴らしい人脈作 

りもできます。 

素晴らしい経験をしている方 

素晴らしい経営理念がある方 

素晴らしい実績を上げている方 

このような方々にお会いする度に、きっと自分を成長させる何かを得る 

ことができそして個人的にも強い人間関係が作れます。 

こうしたことは当然、お金で買えるものではありません。 

必ずや何事にも替えがたい大きな財産となることでしょう。 
 
・自分の会社の事を多くの方に知ってもらい人脈が形成されてきた後には、 

ビジネスに繋がるチャンスも広がります。 

また、事業パートナー探しにも役立ちます。 
 
・仲間と知り合うことにより、事業拡大・経営アドバイス・起業準備・異 

業種の話など、三条エコノミークラブでしか聞けない貴重な話を聞くこ 

ともできます。 

そしてこれからの事業のヒントを得ることもできるでしょう。 
 
・本例会やグループ例会、交流事業などの企画・運営に携わっていくこと 

 により真の人間関係を築く事が出来ます。そして無事に例会企画を終え 

た後の達成感は、自分への自信にも繋がるばかりでなく、一緒に企画・ 

運営した仲間との一体感が生まれ、まさに三条エコノミークラブの本質 

を味わうことが出来るでしょう。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       ※2019 年 1 月現在 

２０１6 年度事業 

１月 臨 時 総 会 新年祈願、会計監査報告、新役員紹介、新入会員紹介 

２月 顧客ニーズを掴め！ グローカルマーケティング株式会社 代表取締役 今井 進太郎 氏 

３月 創立 55周年記念式典及び祝賀会 記念式典・記念撮影・祝賀会 

４月 社員の能力を引き出すチーム作り 特定非営利法人しごとのみらい 理事長 竹内 義晴 氏 

５月 目的指向で仕事に変革を！ KSバリュー・コンサルティング 代表 CVS 坂本 幸一 氏 

６月 新しい取り組みへの挑戦 NSGグループ代表 池田 弘氏 

７月 理想のリーダー ～ 価値を伝えるリーダーへ～ 株式会社 GFN代表取締役 五味 由紀子 氏 

８月 臨 時 総 会 次年度会長選出・承認、新入会員紹介、夏忘れ 

９月 55周年記念公開例会「夢が叶う街 ～思うは招く～」 植松電機 代表取締役 植松 努 氏 

10月 55周年記念研修旅行「苦難に打ち克つ」 埼玉県・東京都へ視察旅行 

11月 自ら先頭に立ち道を切り開く！ 株式会社中央製版 代表取締役 小林 吾郎 氏 

12月 定時総会並びに卒業式 事業報告・次年度会長方針・事業計画案・収支予算案 

２０１7 年度事業 

１月 臨 時 総 会 新年祈願、会計監査報告、新役員紹介、新入会員紹介 

２月 自営業の永続・発展を目指す経営計画 税理士法人山口会計パートナーズ 所長 代表社員 税理士 山口昇 氏 

３月 OB公開例会「成功への大きな糧」 湘南ストーリーブランディング研究所 代表 川上徹也 氏 

４月 ビジョンの共有による組織変革 株式会社チェンジ・アーティスト 代表取締役 荻阪哲雄 氏 

５月 進化し続ける経営者とは 株式会社ツールボックス 代表取締役 城丸 正 氏 

６月 
人材育成が自企業を強くする！ 株式会社大建建設 住宅事業部ハートライフ Daikan 代表取締役社長 

高橋 秀彰 氏 

７月 顧客志向でリピーターを作ろう ファーストアドバンテージ有限会社 代表取締役 酒井とし夫 氏 

８月 臨 時 総 会 次年度会長選出・承認、新入会員紹介、夏忘れ 

９月 研修旅行「伝統と革新に触れる旅」 北関東企業へ視察・体験活動 

10月 公開例会「幸せ一番の街作り～人が育つ、街が育つ～」 株式会社坂東太郎 代表取締役会長 青谷洋治氏 

11月 理想の経営者 原酒造株式会社 代表取締役社長 原 吉隆 氏 

12月 定時総会並びに卒業式 事業報告・次年度会長方針・事業計画案・収支予算案 

２０１8 年度事業 

１月 臨 時 総 会 新年祈願、会計監査報告、新役員紹介、新入会員紹介 

２月 心に響け！熱い想い 株式会社吉田印刷所 代表取締役 吉田 和久 氏 

３月 OB公開例会「企業理念が組織を強くする」 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田 斉紀 氏 

４月 論理的思考で問題解決！ 
グローカルマーケティング株式会社 

マーケティング支援部 部長 遠藤 頑太 氏 

５月 提案型営業力を身につけて業績 UP！ 
ジャイロ総合コンサルティング株式会社 
セミナー事業部長 渋谷 雄大 氏 

６月 新たな付加価値の創出 丸正ニットファクトリー株式会社 代表取締役社長 佐野 統康 氏 

７月 組織を活性化させるリーダーとなる 株式会社ウメザワドライ 代表取締役 梅澤 真一 氏 

８月 臨 時 総 会 次年度会長選出・承認、新入会員紹介、夏忘れ 

９月 研修旅行「情熱と革新に触れる旅」 大阪へ視察旅行 

10月 公開例会「大切な一歩～自分を信じ向き合う勇気！～」 作家・小説家 荒川 祐二 氏 

11月 苦境を打破する革新的な一手 株式会社山口製作所 代表取締役 山口 貴史 氏 

12月 定時総会並びに卒業式 事業報告・次年度会長方針・事業計画案・収支予算案 

 

過去 3 年間の例会事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局：三条商工会議所内 担当：川上（かわかみ） 電話 0256-32-1311 

浅野  大喜  浅野金属工業㈱ 

浅野  良裕  レジエ㈱ 

足立  寿史  ㈲プロモート 

阿部  浩之  ㈱ホンダカーズ新潟県央三条店 

飯塚  誠   飯塚板金 

五十嵐 拓朗  五十嵐刃物工業㈱ 

五十嵐 啓彰  IM㈱ 

猪熊  良浩  ㈲猪熊製作所 

石川  貴大  石川製作所 

石川  譲   ㈱Ｋ.いしかわ 

泉田  哲也  ㈲泉機工 

岩瀨  晶伍  (一社)三条市スポーツ協会 

内田  雄治  ㈱矢嶋屋 

内山  航洋  ㈱五十嵐プライヤー 

海老名 等   ㈲海老名製作所 

江部  哲也  ㈱羽生紙文具店 

大湊  幹生  Ones Studio 

岡田  大器  三陸運送㈱ 

岡本  康佑  ㈲岡本運送 

小川  潤      Casual Italian Style OGAWA 

小野里 隆   三条信用金庫島田支店 

加藤  克宏  ㈱角利製作所 

金子  瑞樹  ㈱ハウスヴィレッジ 

金子  宗治  三条信用金庫 

金子  了   ㈱カネコ製作所 

川上  拓也  三条商工会議所 

川越  健矢  ㈱アークリバー 

川﨑  孝治  ㈲川﨑塗装 

川瀬  裕也  川瀬総合事務所三条市東裏館 

久保  克幸  ㈱久保組 

久保田 貴之  ニイガタ機械㈱ 

古寺  健太郎 ㈱古寺製作所 

小林  和之  にいがた補助金支援センター 

小林  丈児  小林瓦 

小林  亘   ㈱エイブルプロモーション 

小山  公一  ㈱スリーピークス技研 

近藤  孝彦  ㈱近藤製作所 

齋藤  和也  ㈲ストカ 

佐久間 康之  佐久間食品㈱ 

笹川  英二  笹川メッキ㈱ 

捧   浩介  山重建設㈱ 

 

佐藤  敬   佐藤技研㈱ 

佐藤  琢磨  ㈲國光工業 

佐藤  真也  ㈲佐藤板金 

澤口  耕一郎 ㈱大三金属 

塩原  香織  粋恋 

白井  憲太  白井産業㈱ 

鈴木  達夫  鈴木建装 

須藤  祐太  須藤電気㈱ 

関藤  紘希  ㈱エンテック 

瀧澤  大輔  ㈱タキザワ 

田中  大夢  中越印刷㈱ 

田中  福太郎 三條石油販売㈱ 

田辺  敬輔  田辺プレス㈱ 

知野  裕一  ㈱新創美 

徳永  佳久  ㈱高義製作所 

外山  貴善  福一興産㈱ 

永井  達也  ㈱髪結一門金井屋 

名古屋 佑輔  ㈱HOT STAND ALONE CAN-PEAK 

橋本  潤   ㈱大栄鍛工所 

長谷川 淳二  長谷由工業㈱ 

長谷川 貴一  ㈱長谷弘工業 

花澤  健吾  ㈱新潟丸辰道路 

早川  貴浩  ㈱グラディウス 

原    宏之  ㈱佐藤商店 

日野浦 睦   日野浦刃物工房 

平澤  孝志  中越印刷㈱ 

平野  翔一  積水ハウス㈱長岡店 

藤家  貴之  藤家スポット 

星野  哲也  ㈱星テツ 

堀    敦   ㈱恭ホーム企画 

本多  昌樹  ㈲本多自動車 

丸山  健介  Bambi private salon 

丸山  鉄兵  ㈱丸山製作所 

水野  義朗  ㈱みずの 

村上  和幸  ㈲タイキ工業 

村上  拡   ㈲村上材木店 

森山  辰典  ㈲エムケー電器 

柳取   大輔  ヤナドリ鋼鐵㈱ 

山本  幸広  ヤマモトペイント 

吉川  邦康  ㈱ホンダカーズ新潟県央燕店 

(201９年１月現在 ８１名) 

三条エコノミークラブ会員一覧 


