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　当所常議員会が７月29日、ジオ・ワールドビップで開かれ、９月
16日（木）、17日（金）に燕三条地場産業振興センターで開催予定
の「燕三条トレードショウ2021」実施計画など８議案を審議、承認
した。同会議では10月14日（木）午後４時30分からジオ・ワールド
ビップで開催予定の「創立80周年記念式典」をはじめ、創立80周年
記念事業の進捗状況も報告された。
　兼古耕一会頭は冒頭、第５波が到来した新型感染症禍の影響を懸
念しつつ、「昨年から延期し
ている創立80周年記念事業
については、式典は開催し、
祝賀会については残念なが
ら中止とし、代替で料理を
持ち帰っていただく方向で
事業を進める」と述べた。
先に開かれた創立80周年実
行委員会で決定したもの。

【入会者】� 会員数2,079　2021.7.29現在�
事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

AIストラテジー（株）
三条営業所 濱野　理香 三条市下須頃 情報処理、

ソフトウェア開発 工業

餃子　かぁさんの力　泉屋 泉　　葉子 三条市鶴田３ 飲食店営業 食品関連

（株）ベルモント 鈴木　義彦 三条市荒町２ アウトドア、
釣具卸 工業

剣謙心（株） 長谷川　隆 三条市嘉坪川１ 金物・刃物の
製造販売他 工業

Y&Nデンタルラボ 渡辺　　裕 三条市柳沢 歯科技工 工業

Casual�Italian�Style�OGAWA 小川　　潤 三条市興野２ 飲食業 観光・
サービス業

エミテラス（株） 石黒　良行 三条市元町 介護 諸業

岡田恭介 岡田　恭介 新潟市西区
ときめき 金融・保険業 金融

（株）小柳コーポレーション 小柳直太郎 三条市東三条１ 建設工事請負、
不動産の販売他 建設

「鉄鍋・大活躍！」
株式会社日本政策金融公庫三条支店　支店長

三条商工会議所　参与

加藤 謙一
　４月から２回連続の単身生活がスタートした
なか、昔揃えた野外調理の鉄鍋たちが自炊に活
躍してくれている。よく使うのがスノーピーク
社製ステンレスクッカー。みそ汁、袋ラーメン
などが簡単に作れ、食器の要らない手軽さもあ
って不動のエースとなっている。一番嬉しいの
がロッジ社製ダッチオーブンの復活。かつては
ブラックポッドの輝きを放つまで使い込んでい
たものの、重さと手入れ（油塗）の煩わしさ、
ライバル購入（油塗不要のステンレス製）です
っかり埃を被っていたが、専用グローブととも
にこの地へ持ち込んだ。相変わらず手入れは面

倒だが実力は本物。カレー、肉じゃが、ステーキ
など、どんな料理も抜群に美味くなる。手入れの
手間も、最近は愛嬌に感じている。また、この地
で新たな出会いもあった。和平フレイズ社製グリ
ルパン「ランチーニ」である。魚焼きグリルを使
って手軽にオーブン料理ができ、蓋つきのためグ
リルも汚れない。肉も魚もふっくらジューシー、
グラタンも簡単、そのまま出せば食卓は華やか。
週３は使っている。
　当面続く単身生活。鉄鍋たちの力を借りて健康
的な食生活に努めつつ、鉄製品のあふれるこの地
での新たな逸品との出会いを楽しみしている。

創立80周年記念式典、10/14（木）開催決定
祝賀会は中止、常議員会7/29で報告

｜ 諸業部会 専門家・金融機関との信頼関係を ｜

経営リスク管理セミナー

　新型感染症禍によって企
業にさまざまな経営リスク
が押し寄せている中、これ
らのリスクに対処し、安定
的に企業を経営する方法を
金融機関、弁護士、税理士
といった専門家に学ぶ「経
営リスク管理セミナー」が７月13日、三条商
工会議所で開かれた。
　開会で諸業部会の関根龍一部会長は「部会
の会議で新型感染症の影響で倒産する会社が
増えるのでないかという投げかけがあり、金融
機関、士業の部会員からさまざまな意見や質
疑を出し合い盛り上がった。その雰囲気をセミ
ナーにという企画。倒産はデリケートな問題で
あり、重いテーマですが楽しみながら聞いてい
ってください」とあいさつ。セミナーでは三条

信用金庫地域経済研究所の
高橋敦所長、中澤泰二郎法
律事務所の中澤泰二郎弁護
士、関根税務会計事務所の
関根龍一税理士（部会長）
の３人がそれぞれ資金繰りや、倒産の回避方法、
税務や会計処理などを通じ、常日頃から金融機関
や専門家と信頼関係を築くよう呼び掛けていた。

塚野目・



未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW
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100年の歴史に面白さを
　初代・羽生豊治郎
氏によって1907（明
治40）年、現在の本
町五丁目（旧三ノ町）
にて創業し、1927
（昭和２）年に現在
地の本町三丁目（旧一ノ町）に移転した。当時の
三条市内では珍しい木造３階建ての建物で、まだ
鉛筆や筆などが珍しかった戦前、戦中を経て、高
度経済成長期には文房具や紙製品に加え、事務用
品からオフィス家具、コピー機、FAXまで事務機
器を総合的に提案し顧客の要望に応えてきた。現
代表取締役の羽生豊雄氏で４代目、オフィス家具
から一般家具、江部さんがセレクトする雑貨・食
器類、アスクル正規取扱販売店と事業領域を拡げ
ながら、祝儀や香典等の表書き、事業所を中心と
した商品の配達といった古き良きサービスも続け
ている。
　江部さんが入社した10年ほど前に店舗を改築、
同時にスウェーデンの児童文学「長くつ下のピッ
ピ」から愛称をとって「羽生紙文具店PiPPi（ピ
ッピ）」とした。店内は、生活を楽しくするよう
な雑貨類に、整然と並ぶ文房具、書道家の指名買

いも多いという「松山堂」の毛筆などなど、
「楽しいお店に」という江部さんの思い、物語
のピッピのような自由さ、100年を超える同社
の歴史が混在する。

新型感染症禍だからこそ接客重視
　「新型感染症禍で配達が難しい時期もありま
したが、気分が落ち込みがちなご時世だからこ
そ、来てよかったと元気になってもらえるよう
に」、江部さん自身がおしゃべりを楽しみなが
ら接客することも特徴だ。なかでも贈り物選び
は、最も得意とする事柄の１つで「ご相談を受
けると、うれしくなります」と江部さん。
　受け取る人が笑顔になるような目新しさ、贈
る側の満足感を、会話の中から見出す。例えば
80代のお客様から90代の知人へ、祖父母から孫
へ、贈り主の思いをかたちにしてきた。家の間
取りや家族構成、デザイン、予算に合わせた家
具選びも「お客様のお求めに応じて後悔のない
ものを」と提案。感染症対策を含むオフィスの
トータルコーディネートにも対応する。
　９月中旬には店舗２階を家具展示コーナーと
して改装しオープンさせる予定だ。

お客様と同じ目線で
　江部さんは「これから先も、来店いただいた
お客様と『あー楽しかったね』と言い合えるよ

うなお店にしたい」
と考えている。
　羽生代表取締役
の実の娘で、いっ
たんは介護の仕事
に就いたが、祖母
の介護と店の切り
盛りを両立するため同社に入社した。「祖父の
ためにと志した介護の仕事でしたが、家で看取
ることができなかった。祖母は家で看取ろうと
家族で決めたことが入社のきかっけでした。祖
母は亡くなりましたが、振り返ると祖母を失っ
た悲しみとは別に、できることはやりきったと
いう感覚もあった。この経験を、介護で悩むお
客様と話をしたり、もっと身近では、おいしい
料理のレシピを情報交換したり、いろいろな話
を共有できて、店ではだいたい笑っています」。
江部さんの生き方そのものが、同社の魅力の１
つとなっている。

三条市本町3-6-27
TEL：0256-33-0243
FAX：0256-34-7705
営業時間　9:00～19:00
土曜日・日曜日・祝日　12:00～18:00
毎月第１、第3土曜日・日曜日定休

㈱羽生紙文具店PiPPi

江部晃子氏

74

手にとるだけで楽しくなるような雑貨類 文房具の中にも遊び心が

羽生紙文具店PiPPi
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　京都大学ウイルス・再生医科学研究所准教授
で、ウイルス学を研究している宮沢孝幸氏を講
師に新型コロナウイルス感染症の知識を学ぶ
「Withコロナ対策講演会」が７月19日、餞心亭
おゝ乃で開かれた。当所観光・サービス業部会
の主催。
　宮沢氏は東京大学農学部医畜産医学科、同大
学院農学生命科学研究科博士課程獣医学専攻修
了の獣医学博士で、人獣共通感染症、新興ウイ
ルス感染症などについて京都大学で教鞭を振る
っている。
　講演会で宮沢氏は、新型コロナウイルスのよ
うな新興ウイルス感染症は動物由来で、もとも
との宿主には無害だが、ヒトに感染する新興ウ
イルス感染症となる事例が増加傾向にあると指
摘。「今後も新興ウイルス感染症と戦っていく
ためには、病原性ウイルスだけを研究してはい
けない。病気を起こさないウイルスにも目を向
けて、研究者を絶滅させないでください」と述
べ、「選択と集中」によって地盤沈下している
という大学、学術界の現状に警鐘を鳴らした。
　新型コロナウイルスについては「SARSコロ
ナウイルスに非常に似ており、異種・別種とす
るのか議論がある。変異が激しいとされるが、
RNAウイルスの中では変異がゆるやかで、
SARSコロナウイルスについてはかなり研究が
進んでいることもあり、“未知”ではなく既知中
の既知のウイルスだ」と専門家の立場で持論を
展開。過去のコロナウイルスによるパンデミッ
クを例に「つらい時期は最初の２、３シーズン
で死者も出るが、致死率は下がり、共存するよ
うになる。歴史が証明している。新型コロナウ
イルスは今冬にも弱毒化するのでないか」と述
べた。

　感染力が強いとされる変異株についても「す
れ違いで感染するとしたら、１週間で東京都は
全滅してしまう。そんな簡単な算数もできない
でデルタ株を怖いと言っている」と過剰な恐れ
や反応をけん制していた。

観光・サービス業部会 経済活動との両立は十分可能！

Withコロナ対策講演会
㈱スノーピーク　山井太会長が意識した５項目とは？

親子、第三者と承継の実例も、事業承継フォーラム
　事業承継を経営革新、事業再構築の機会としてとらえ、
早期に着手する意識を醸成しようという「事業承継フォ
ーラム」が７月12日、ジオ・ワールドビップとオンラ
インのハイブリッドで開かれ、合わせて約150人が参加。
パネルディスカッションでは、マルナオ㈱の福田隆宏社
長、福田健男会長、㈲石﨑剣山製作所の佐藤大輔社長、
石﨑勝海相談役、㈱カネギの信賀康弘社長が登壇した。
　基調講演で㈱スノーピーク、山井太会長は、創業者の故山井幸雄氏から事業を引き継い
だ第二世代として、以下のような５項目を意識してきたと実例を交えて話した。

１�「創業者や先代をきちんとリスペクトしてポジショニングをちゃんとする。創業の精神を明確
化すること」

２�「過去の成功要因を分析し、それが現在から未来まで有効か否かを判断する。できれば自分が
入社した時点の売上をリタイアするまでに２桁上げられるか否かを判断材料に」

３�「自社の強みや特徴を近未来の社会に合致させる新規事業を社内起業して次世代を切り拓く。
そしてイノベーション、そしてイノベーション、そしてイノベーション！自分の好きなことを
する方が成功しやすい」

４「新事業を本業に、必要があれば過去から事業を精査して継続・撤退を判断し手を打つ」
５「自分の社長交代の時期を予め決め、後継者を育成する」

　山井会長はさらに、「上場によって明らかに会社は変わった。後継
者の皆さん、上場を目指してください」と集まった後継者、後継者候
補を鼓舞。自らもアメリカ・NASDAQ（ナスダック）への上場とい
う高みを目指すと述べて講演を閉じた。

三条商工会議所

株式会社   岡岡  久久  

設設

備備  

技技

術術  

■事業内容

各種塗料の調色・販売

各種工業薬品販売

塗装関連設備施工

工場資材・消耗品販売

専門講習会・実演会運営企画

塗塗

料料  

提提

案案  

協協

力力  

〒955-0096 新潟県三条市井戸場 568-4 
TEL:0256-33-5000 FAX:0256-33-5005 

https://www.okaq.co.jp/ 

「新型コロナウィルスは今冬にも弱毒化するのではないか」と宮沢氏「新型コロナウィルスは今冬にも弱毒化するのではないか」と宮沢氏
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7月の業況（前年同月比）
▲24.1 ▲18.2 ▲9.7 ▲28.3 ▲37.6 ▲28.9

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲27.2 ▲22.9 ▲17.2 ▲28.7 ▲36.5 ▲31.3

北陸
信越

7月の業況（前年同月比）
▲24.6 ▲12.1 ▲4.2 ▲47.4 ▲41.2 ▲32.7

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲25.1 ▲27.3 ▲10.4 ▲31.6 ▲44.1 ▲22.4
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業況DIは、持ち直しの動きも力強さ欠く
先行きは、変異株への警戒感から厳しい見方続く
全産業合計の業況DIは、▲24.1（前月比+2.6ポイント）
米国・中国向けの需要が堅調な半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業が牽引したほか、飲食
料品・家電製品など巣ごもり消費に下支えされた小売業の業況感が改善した。一方、緊急事態宣言
やまん延防止等重点措置に伴い、営業時間短縮などの活動制約が続く飲食業や観光関連のサービ
ス業では、需要回復・業況改善が見通せず、厳しい状況が続く。また、卸売業を中心に食料品や鉄鋼
などの原材料価格の上昇や、物流費のコスト増加の影響を指摘する声は多く、中小企業の景況感は
持ち直しの動きがみられるものの、回復に力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲27.2（今月比▲3.1ポイント）
高齢者を中心としたワクチン接種の進展により、経済活動の正常化に伴う需要の回復などに期待する
声が聞かれる。一方、変異株による感染再拡大への警戒感が増す中、国・自治体からの活動制約要請
の長期化に伴う受注・売上減少による業績悪化の継続や客足回復の遅れ、原油を含む資源・原材料
価格の上昇などを要因とする採算悪化を懸念する企業は多く、先行きは依然として厳しい見方が続く。

７ 月 全 産 業 D I の 推 移

※DI値（景況判断指数）について
DI値は、売上・採算・業況などの各項目につい
ての、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プ
ラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。従って、売上高などの実
数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気
などの景気感の相対的な広がりを意味する。
DI=（増加・好転などの回答割合）
　-（減少・悪化などの回答割合）
業況・採算:（好転）-（悪化）　　
売　　上:（増加）-（減少）

LOBO調査とは…
LOBO調査は、商工会議所のネットワークを活
用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」
を全国ベースで毎月調査しています。
前月の業況・売上・採算・仕入単価・従業員の状
況及び、業界として当面する問題などについて調
査した集計結果をリアルタイムでご覧になれます。

調査期間：2021年7月13日～19日　
調査対象：全国の336商工会議所が2,663企業にヒアリング

※　  は6月の業況DIとの比較。　±5未満は横ばい（　　）、±5以上15未満（　　　）、±15以上（　　　）

7月LOBO調査（商工会議所早期景気観測）

※「法律相談」「事業承継相談」「知的財産権相談」「Ｍ＆Ａ相談」は開催日７日前迄に予約が無い場合は中止となります。
　（予約締切日が燕三条産業カレンダー休日の場合は、その前日迄にご予約ください。）

三条商工会議所専門家相談日
秘密を厳守しておりますのでお気軽にご相談ください!

まずはお電話にてお申し込みください。
TEL 0256-32-1311

7（火） 15（水） 10（金） 27（月）
8（水）

15（水）
随時お受けしております 随時お受けしております随時お受けしております

ご相談
無料

税理士による
税務・消費税
対策相談

弁護士による
法律相談

M＆A相談
社労士による労務相談

行政書士による行政書士相談

知的財産権相談

貿易相談 日本政策金融公庫による
資金繰り相談

事業承継
相談

相談時間:10:00～12:00 ※一部時間が異なります。
会　　場：三条商工会議所３Ｆ相談室
（資金繰り相談のみ2F日本政策金融公庫三条支店）

2021年

9月

※13：00～16：00 と

今 月 の 写 真

「椛澤研磨」
田中日登志（写友わらじ）


