
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  三条エコノミークラブ 
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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、4７2 名（202２年 1 月現在）もの卒業生を県

央地域に輩出しています。2021 年に 60 周年を迎えました。 

 

 

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 2022 年 

1 月現在で 6４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（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。そのグループ毎に年 4 

回から 5 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２０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。 

 

2021 年 4 月 本例会 

2021 年 グループ例会 

（ボッチャ体験） 

2021 年 60 周年記念式典 

2021 年 研修旅行 

（写経体験の様子） 

2021 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。 

2021 年 7 月 臨時総会

（次年度会長の承認） 

2020 年新入会員 

オリエンテーション 

（２１年度はコロナ禍のため行わず） 

2021 年 五輪代表 

當銘選手への 

応援メッセージ撮影 

2021 年 公開例会 

（一般参加者は YouTube 

の配信で視聴） 

Sichou 

） 

2021 年 12 月 卒業式 



 

 

                                       ※２０２２年 1 月現在 

２０19 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 時流を捉えその先へ 有限会社ワイエスアグリブラント 代表取締役 藤田 一雄 氏 

３月 ＯＢ公開例会及び 2019 年度 EC の集い 株式会社日本総合研究所 調査上席主任研究員 藤波 匠 氏 

４月 確固たる信念を持つ 株式会社にいがた事業承継サポート室 代表取締役 土田 正憲 氏 

５月 選ばれる「顔」になる！ パジュ・ブレーン株式会社 取締役 小田 芽久美 氏 

６月 決然と前へ！ 遠藤工業株式会社 代表取締役 遠藤 光緑 氏 

７月 最強のナンバー2 を創る 株式会社イタリア軒 代表取締役 井東 昌樹 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 

 新たな発見に触れる旅！ 
東北方面へ視察旅行 

10月 公開例会 
 かなえる力 

元プロ野球選手 森本 稀哲 氏 

11月 経営を“デザイン”する Wirefactory 主宰 デザイン研究者 中島 郁子 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 

２０20 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 「やりたい」が組織を変える 株式会社ソルメディエージ 代表取締役 丸山 健太 氏 

３月  新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

４月  新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

５月  新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

６月  新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

７月 臨 時 総 会 次年度会長選出・承認、新入会員紹介、夏忘れ 

８月  新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

９月 働き方 Revolution ～柔軟な働き方を求めて～ 株式会社 NTTデータ経営研究所 加藤 真由美 氏 

10月 強いチームの作り方 株式会社ナガオ考務店 代表取締役 長尾 彰 氏 

11月 落ち着け経営者 新潟国際情報大学 国際学部 教授 越智 敏夫 氏 

12月 定時総会並びに卒業式 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 

２０21 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 社長、福利厚生ちゃんと考えてますか？ 株式会社リロクラブ 新潟営業所 鈴木 巧 氏 

３月 組織を導く、圧倒的な行動力！ 株式会社中央コントロールズ社 代表取締役 坂爪 豪 氏 

４月 志を知り、志を抱く ～現代の志士となれ～ グロービス経営大学院 経営研究科 研究科長 田久保 善彦 氏 

５月 社員と一緒に歩む力！ 株式会社陣屋 代表取締役女将 宮崎 知子 氏 

６月 踏み出そう、営業 DX！ 
株式会社ティーケーネットサービス シニアコンサルタント 

石垣 比呂志 氏 

 〃 自身と向き合い志士となる 立志実現委員会 役員 

７月 臨 時 総 会 次年度会長選出・承認、新入会員紹介 

９月 千里の道も一歩から 株式会社諏訪田製作所 代表取締役社長 小林 知行 氏 

10月 顧客に求められる企業を目指せ！ 今代司酒造株式会社 営業部長 佐藤 嘉久 氏 

11月 60周年記念公開例会 現代(いま)を生き抜く思考法 独立研究者･著作家 山口 周 氏 

 〃 60周年記念研修旅行 いざ、創造を高める旅へ！ 県内で視察旅行 

12月 60周年記念式典 記念式典 

 〃 同士とさらなる高みへ 株式会社 FoundingBase 代表取締役 CEO 佐々木 喬志 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：田邉（たなべ） 電話 0256-32-1311 

相場  義泰  相場商事㈱ 

赤塚  直人  ㈲渡明製作所 

浅野  大喜  浅野金属工業㈱ 

浅野  良裕  レジエ㈱ 

飯塚  誠   ㈱IIZUKA 
五十嵐 拓朗  五十嵐刃物工業㈱ 

五十嵐 啓彰  IM㈱ 
猪熊  良浩  ㈲イクマメタルワークス 

石川  貴大  石川製作所 

石川  譲   ㈱K.いしかわ 

稲田  将史  久遠 

泉田  哲也  ㈲泉機工 
岩瀨  晶伍  (一社)三条市スポーツ協会 

海老名 等   ㈲海老名製作所 

遠藤  祐哉  日野浦製作所 

大橋  和由  大橋金属㈱ 

岡田  大器  三陸運送㈱ 

岡田  裕司  ㈱岡久 
岡本  康佑   ㈲岡本運送 

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 

川越  健矢  ㈱アークリバー 

川瀬  裕也  川瀬総合事務所 

久保  匡平  ㈱久保組 

小林  丈児  小林瓦 

小山  公一  ㈱スリーピークス技研 
齋藤  和也  ㈲ストカ 

 

齋藤  正臣  GrillYakinik臣 

佐久間 康之  ㈱SKM 

笹川  英二  笹川メッキ㈱ 

捧   浩介  山重建設㈱ 
佐藤  真也  ㈲佐藤板金 

清水  隆之  清水商事㈱ 
鈴木  達夫  鈴木建装 

須藤  祐太  須藤電気㈱ 

関川  千熙  ㈱いずゞ製作所 

関藤  紘希  ㈱エンテック 

滝口  大樹  ㈱滝口製作所 

瀧澤  大輔  ㈱タキザワ 
田中  大夢  中越印刷㈱ 
田中  福太郎 三条石油販売㈱ 

田辺  敬輔  田辺プレス㈱ 

田邉  北斗  三条商工会議所 

土田  真人  ㈲ライフテック 

外山  貴善  福一興産㈱ 

永井  達也  ㈱髪結一門金井屋 

中野  充美  Rodeo 

野崎  資史  ㈱野崎忠五郎商店 

橋本  潤   ㈱大栄鍛工所 

長谷川 貴一  ㈱長谷弘工業 

花澤  健吾  ㈱新潟丸辰道路 
原   宏之  ㈱佐藤商店 

藤田  照幸  藤田木工所 

藤原  誠也  ㈱フジハラウインテック 

桝田  一希  ㈱桝田井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工業所 

丸山  健介  ㈱Tender 

水野  義朗  ㈱みずの 

 

 

 

 

宮島  太成  ㈱ミヤジマ 

森山  辰典  ㈲エムケー電器 

柳取  大輔  ヤナドリ鋼鐵㈱ 

山口  透   大栄設備工業㈱ 

 

 

 (202２年１月現在 6４名) 

三条エコノミークラブ会員一覧 


