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三条金物卸商協同組合 理事長　 山谷武範

　組合員の皆様が小さいけれど強い会社、小さ
いけれどキラリと光る会社になれるように、勉
強会や視察などで見識を高め合いたいと思いま
す。
　そのためにはこれまで参加された組合員の皆
様も、そして今まであまり参加されなかった
組合員の皆様も組合活動に参加し、仲間を見つ
け、アイディアを掴んで、会社に持ち帰って社
業に貢献できる組合にしたいです。
　次に金物卸の原点回帰として三条凧合戦（イカ
ガッセン）への参加です。三条の凧は巻凧と呼ば
れ、芯棒を外してくるくる丸められるものです。
　芯棒を外すこと自体珍しいのですが、その昔全
国に金物を販売する際、沢山持てるようにと卸商
が職人さんに改良を依頼したことから、巻凧の歴
史が始まったとのこと。その凧合戦に参加しない
手はありません！今年は間に合わないですが、来
年は組合のチームで参加し、翌年は各会社で参加
という流れにできればと思ってます。
　組合で手を組んで一つの物事をやり遂げるの
が難しいなか、みんなで凧を引く一体感、地元
で凧を製作することは地域貢献にもつながりま
すし、歴史を伝えていく上でも非常に勉強にな
ります。来年に向け今年は三条商工会議所青年
部が企画して始まった匠の守護者に金物卸商の
キャラクターを作成してもらい、来年揚げる凧
に描きたいと思います
　また、組合独自で会場を借りての展示会や
キャンプ場での動画撮影会など外部発信に向け
た動画撮影を進めたいと考えています。
　加えて中條前理事長が進めてきたホームペー
ジやSNSを活用し、発展させていきたいと考え
ます。
　組合員の皆様にはこれまでと変わらぬご支援と
ご協力をお願いするとともに、今後の組合事業に
積極的にご参加、ご活用いただき共に新たな時代
へ変化を恐れずに前進して行きましょう。

三条金物組合

　この度、三条金物卸商協同組合第15期理事長
を仰せつかりました、株式会社山谷産業の山谷
武範と申します。これから2年間どうぞよろし
くお願い致します。
　金物卸といっても、会社規模・取扱品目・販
売先がここまで多岐にわたる協同組合も全国で
は珍しいのではないでしょうか。
　組合員の皆様の仕事におけるベクトルは各々
違う方向を向いている中で、どうしていくこと
が皆様のお役に立つのかをこれから2年間試行
錯誤しながら、皆様と一緒に金物組合を盛り上
げていきたいと考えています。
　まず卸としてなにができるか。
　小さい企業が多いこの三条では、【スモール
ジャイアント】というキーワードが大切だと考
えております。
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～共に前へ、進め新しい時代に！～
三条金物倶楽部

第 15 期 山谷理事長就任挨拶
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髙波久義　副理事長
　第１４期に引き続き副理事長を務めさせていただく
ことになりましたパール金属㈱の髙波と申します。山
谷理事長をサポートし、Ｗｉｔｈコロナという状況の中、イ
ベント委員会担当として、田崎委員長、髙橋副理事長
と共に今できることを模索し、組合員の皆様に寄与で
きる事業を検討、
実 施して参りま
す。
　組合員の皆様
におかれまして
は、組合活動に
ご理解の程、お
願い申し上げ、ま
た、積極的なご参
加を賜りますよう
お願い申し上げ
ます。

加藤將利　副理事長
　この度、第15期の副理事長を仰せつかりました、角
利産業㈱の加藤將利と申します。
　髙波・髙橋副理事長と共に山谷理事長をバックアッ
プし、金物卸商協同組合を盛り上げて参ります。
　担当させて頂く、Web広報委員会では会員企業の
皆様の商品を動画撮影し情報発信する事業や金物
ニュースの作成、組合ホームページとSNSの管理等、
加藤Web広報委
員長を支え、皆
様に様々な会員
企業や組合情報
を円滑にお届け
できればと思っ
ております。
　是非とも組合
員の皆様のご協
力、そして事業へ
の積極的なご参
加をいただきます
よう、何卒宜しくお
願いいたします。

副理事長・委員長就任挨拶
髙橋竜也　副理事長
　この度、第15期の副理事長に就任させていただき
ました㈱髙儀の髙橋竜也と申します。
　山谷新理事長を全力でサポートし、理事長の掲げ
られた基本方針である「共に前へ、進め新しい時代
に！」の精神のもと、組合の皆様と共に、コロナ後の新
しい時代を前へ進んでいきたいと思っています。
　また、今期は昨年までの新販路開拓委員会を発展
させたイベント委員会を担当させていただくこととなりま
した。イベント委員会では、匠の守護者キャラクター作
り、将来的な凧
合戦への参加な
ど様々な新たな
活動も予定され
ており、田崎委員
長、髙波副理事
長と共にこの新
委員会の活動に
取り組んでいきた
いと思います。
　組合員の皆様
のご理解、ご協力
を宜しくお願いい
たします。

中條克俊　総務委員長
　この度、第15期の総務委員長を仰せつかりました
㈱中條金物の中條です。金物組合では理事長の役
を終えると総務委員長のお役が与えられるのが慣例
のようです。まずは山谷新理事長を副理事長、理事
の皆さんと一緒にお支えしたいと思います。そして一
昨年からの2年間は大きな制約の中、組合員同士の
懇親の場が限られておりましたので今期は組合ゴル
フ大会、総会後
の懇親会などを
通して組合員同
士の交流が深ま
るよう総務委員
会のメンバーの
方 と々ご相談しな
がら進めてまいり
ます。どうぞ2年間
よろしくお願いい
たします。
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田崎尚志　イベント委員長
　この度、イベント委員会の委員長を務めさせていた
だきますセーブ・インダストリー㈱の田崎と申します。
　イベント委員会では、今後少しずつ元の生活環境
に近づいていくことを期待しつつ山谷理事長の基本
方針の下、組合員の皆様が参加しやすい展示会企
画や関連団体との交流イベントを企画し組合員様の
販路開拓の一助に成れる様に活動してまいりたいと
思っています。　
　また本年度は、三条金物卸商協同組合キャラク
ターを作 成し来
年度の三条凧合
戦への参加も予
定しておりますの
で、組合員の皆
様には引き続き
組合活動へのご
協力、また積極的
なご参加をいただ
けますよう何卒宜
しくお願いいたし
ます。

加藤正樹　Web広報委員長
　Web広報委員会の委員長を務めます、ホクリク総
業㈱の加藤です。山谷理事長や加藤將利副理事
長、そして委員の皆さんに助けられながら委員会を運
営してまいります。Web広報委員会は、ホームページ、
Facebook、YouTubeを使って、組合員や外部に向け
て組合の活動や組合員にとって有益な情報を発信し
てまいります。情報伝達にスピードが求められる時代と
なりました。Web、SNSという媒体を用い、スピード感を
もって、組合ならびに組合員の発展につながる情報
発信をいたしま
す。皆様には何
卒宜しくお願い
いたします。

第 15期三条金物卸商協同組合組織図
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　5月27日(金)午前11時より、ジオワールドビッ
プにて令和４年度通常総会が開催されました。
なお、新型コロナウイルス感染防止のため懇親
会は昨年度同様取りやめとなりました。
　総会は、組合員142名中90名(出席者数21名う
ち委任状69名)の出席のもと馬場副理事長の司会
進行で執り行われました。
　初めに滝沢亮三条市長より頂いた祝電が読み
あげられました。次に亡くなられた組合員へ
向けて参加者全員での黙とうの後、議案の審議
に先立ち中條前理事長より開会挨拶がありまし
た。挨拶では「今回の通常総会では新理事長の
出発の場をもっと賑やかに出来ると思っており
ましたが、今回も懇親会のない形での開催にな

通常総会
り申し訳ありません。
　この4年間、私自身、当組合代表として本当
にいろんな所に回らさせて頂き学びもありまし
た。理事長として学んだ事を活かし、今後は当
組合に恩返ししていきたいと思います。理事長
を終えると総務委員長となります。今後は総務
委員長として懇親を深められるように気を配り
ながら少しでも山谷新理事長をお支えできたら
と考えております。最後にこの4年間大変お世
話になりありがとうございました。」とお礼の
言葉を述べられました。
　引き続き定款に従い議長に長岡信治氏が選出
され長岡議長のもと審議が行われました。長岡
議長から、第1号議案　令和3年度事業報告、第
2号議案　令和3年度収支決算報告承認について
一括上程され、事務局説明の後、高橋監事から
監査報告があり、その後拍手をもって承認され

開会挨拶をする中條前理事長 15 期基本方針を発表する山谷新理事長

通常総会に出席した第 15 期　理事・監事

議事進行する長岡議長
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ました。
　次に、第3号議案　委員会規約の一部変更に
ついて上程され、事務局説明の後、拍手をもっ
て承認されました。
　続いて、第4号議案　理事及び監事選挙につ
いてが上程され、長岡議長は山谷副理事長を選
考委員長に指名し、これを受け山谷選考委員長
は理事及び監事を推薦し、その後拍手をもって
承認されました。
　次に、第5号議案　令和4年度事業計画(案)、
菜6号議案　令和4年度収支予算(案)並びに第7号
議案　令和4年度賦課金の額及びその徴収方法
について一括上程されました。
　その後、山谷新理事長より令和4年度の基本方
針の説明がありました。山谷新理事長は「2年前
から続く新型コロナウィルスにより仕事の活動も
変わる中ようやく6月から海外からのインバウン
ドが現実味を帯びてきました。その時代の中で当
組合としてどう取り組めばよいのかをこの2年間
新しい事を提案しながら前に進んでいきたいと思
います。イベント委員会の活動の一つに三条凧合
戦で三条金物卸商協同組合の凧をあげたい、凧と
は初め三条金物卸が色々と凧を改良してそれを全
国に持って回って広めたとされ、凧あげというの
は三条の金物卸からはじまったと聞いておりま
す。三条凧合戦で当組合が凧をあげることによっ
て三条の歴史を外部へ発信したいと考えておりま
す。Ｗeb広報委員会ではSDGsを観点にペーパー
レス化していくことと、ホームページとSNSの

山谷新理事長から中條前理事長へ感謝状の授与

活用を図っていきたい」と15期の基本方針につ
いて述べられました。続いて各委員長からそれぞ
れの活動事業計画の説明がありました。次に、第
6号議案　令和4年度収支予算(案)について、事務
局が予算案を発表し、拍手をもって承認されまし
た。
　最後に、第7号議案　令和4年度における借入金
残高の最高限度額について上程され、山谷理事長
から説明があり、異議なく承認されました。
　議案の審議終了後、前期正副理事長と前期各
委員長への感謝状の贈呈があり、山谷新理事
長から中條前理事長へ感謝状が渡されました。
中條前理事長は4年間支えて頂いた理事のメン
バーと組合員の方々に感謝の言葉を述べられた
後、令和4年度通常総会は閉会となりました。
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　三条の「鍛冶の技」は国の「伝統的工芸品」
に指定されている。現在全国で237品目が指定
され織物、陶磁器、漆器、仏壇、和紙など多く
のジャンルがあり、「越後三条打刃物」は金工
品のジャンルに含まれる。経済産業省の指定を
受けるには、江戸時代から続いてきた伝統的な
製造工程、材料などについての情報を提出、審
査、またその街でその産業が続いてきた理由な
どの歴史についても審査の対象となり膨大な資
料の提出と証明が必要となる。越後三条鍛冶集
団、三条商工会議所が中心となり平成21年4月
に指定されるまで数年の準備期間と多くの方の
ご尽力で成し遂げられたとお聞きしている。

　越後三条鍛冶集団では定期的に三条でつくら
れる「越後三条打刃物」が伝統的工芸品として
の基準を満たしているかを審査する検査委員会
を開催している。そして、この検査に合格して
初めて伝統的工芸品のマークを付けて販売する
ことが可能となる。

令和４年４月
「伝統的工芸品越後三条打刃物」
検査委員会に参加して

　今回の申請者は平木鋏製作所の平孝行氏(伝統
工芸士)が造る大久保鋏や池坊鋏など約200丁、
三条製作所の水落良市氏(伝統工芸士)が造る切
出小刀が約30丁提出された。
　これを検査する検査員として、同じく伝統的
工芸品に指定されている「三条仏壇」の三条・
燕・西蒲仏壇組合、関係性の強い三条金物卸商
協同組合、三条商鐡組合からそれぞれ代表が1
名、三条市役所の商工課、営業戦略室からそれ
ぞれ1名、三条鍛冶集団の会長、また同団体の
伝統工芸士4名、合計10名の検査員で今回は約
230もの製品の全数検査を行った。
　とは言え、鍛冶の技術の上辺しか知らない私
を含めた者にとってはすべてが素晴らしい鍛冶
製品として見える。やはり本当の検査員は、そ
れぞれ造る物は違うが同業の伝統工芸士の皆さ
んの目である。名人が造ったものを名人が審査
する結構シビアな検査である。今回お二人の鍛
冶製品の出来は素晴らしく、普段仕事には厳し
い検査員の伝統工芸士4名の方も「良くできて
いる」と口を揃えた。今回はめでたく全数検査
を通り、その場で伝統的工芸品のタグが製品に
取付けられたが、過去の検査では数点検査を通
らないという事も私自身目にしてきた。他の産
地の伝統的工芸品はわからないが、三条ではこ
ういった検査に真面目に取り組んでいる事に鍛
冶製品を扱う我々金物卸も販売に注力してお応
えしたいと思う。

　この検査の検査員になれるのは組合理事長の特
権である。私は今回の検査委員会が最後となり、
今後は山谷新理事長がこの会に参加する事にな
る。鍛冶集団の方々と一層交流を深め、ご自身の
ビジネスに活かして欲しいと思う。また願わくば
他の組合員へも良い影響が波及するよう私も山谷
新理事長をお支えしたいと考えている。

第14期理事長　中條克俊
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金物組合公式

販路開拓推進事業セミナー動画は
こちらから！
https://www.youtube.com/channel/UCvZOMHzH2-bQ5seNgIFJhmA

チャンネルにて

三条金物卸商協同組合 金物ニュース ［令和 4 年度 第 1 号］

　3月25日(金)午後6時より、三条商工会議所4階 
研修室において、三条金物卸商協同組合主催に
よる販路開拓推進事業セミナーを開催いたしま
した。講師にNAコンサルティング代表井上浩
仁氏を迎え、「今なら間に合うSDGs～企業価
値を高めるために～」というタイトルで講演を
開きました。講演の内容をYouTubeにアップい
たしましたので、受講できなかったみなさんに
はぜひともご覧いただき、企業経営にお役立て
ください。

  販路開拓推進事業セミナー
「今なら間に合うSDGs
 　～企業価値を高めるために～」

金物組合ページに「いいね！」

いいね！に
クリックしてください。

　三条金物卸商協同組合では2021年より公式Facebookを開設しました。SNSによる情報発信はこれまでの媒
体とは違い、高い拡散力で一気に広めることができます。金物組合が普段活動している内容や金物組合自体を広く
知ってもらうだけでなく、組合員企業の皆様の営業活動の一助となれるよう運営してまいります。今後、組合の行事
などをアップいたしますので、ぜひご活用ください。
　そこで皆様には当組合のページに「いいね！」をお願いします。皆様の「いいね！」が集まれば、情報拡散力がより
高まります！現在、Facebookのアカウントをお持ちでない人がいらっしゃいましたら、この機会にぜひアカウントを
作成してください。
金物組合Facebookページトップ
URL：https://www.facebook.com/sanjo.kanamonokumiai/

Facebookアカウントがない方は
ログイン画面へ　
URL：https://ja-jp.facebook.com/

スマートフォンは
こちら

スマートフォンは
こちら
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4 月 5 月 合計

利用額
令和０３年度 9,839,056 7,428,764 17,267,820
令和０４年度 9,914,000 8,563,983 18,477,983

手数料
令和０３年度 295,172 222,863 518,035
令和０４年度 297,420 256,919 554,339

件数
令和０３年度 62 57
令和０４年度 61 54

4 月 5 月 合計

利用額
令和０３年度 376,310 277,233 653,543
令和０４年度 247,555 481,921 729,476

販売
手数料

令和０３年度 20,526 15,122 35,648
令和０４年度 13,503 26,287 39,790

4 月 5 月 合計

利用額
令和０３年度 1,617,631 1,528,045 3,145,676
令和０４年度 1,624,129 678,305 2,302,434

手数料額
令和０３年度 56,326 55,735 112,061
令和０４年度 56,369 44,742 101,111

開催日 行事 内　　　容 出席者

4/14 第 1 回
総務委員会

1)令和4年度執行部及び総務委員
会事業計画・収支予算について 

2)令和4年度通常総会開催案内文
および次第について

3）三条金物卸商協同組合慶弔規
定の改正について

4）その他

7 名

4/14 第 1 回理事会

1)令和4年度事業計画・収支予算
について

2)令和4年度通常総会開催案内文
及び次第について

3)三条金物卸商協同組合慶弔規
定の改正について

4)第1回三条市立大学大学祭
「三燕祭」後援依頼及び協賛に
ついて

5)燕三条ものづくりメッセ2022の後
援について

6)その他

13 名

4/15
全卸利商連
第 37 回新潟
大会

1)常任理事会
2)懇親会

2 名
4 名

4/25
三条夏まつり
協賛会
全体会議

1)2021年度事業報告・収支決算報
告・会計監査報告について

2)2022年度三条夏まつり開催につ
いて

3)その他

2 名

5/11
第 2 回
( 新旧合同 )
理事会

1)令和4年度通常総会議案書につ
いて

2)令和4年度通常総会運営につい
て

3)その他

11 名

5/12 Web 広報
委員会

1)令和4年度委員会活動計画につ
いて

2)金物ニュース作成について
3)動画撮影会について
4)その他

8 名

5/19 イベント委員会
事業打合せ

三条凧合戦で揚げる凧(いか)のデザイン
打合せ会議 10 名

5/27 通常総会

1)令和３年度事業報告承認につい
て

2)令和３年度収支決算報告承認に
ついて

3)三条金物卸商協同組合委員会
規約の一部変更について

4)理事及び監事選挙について
5)令和４年度事業計画(案)につい

て
6)令和４年度収支予算(案)につい

てを一括上程
7)令和４年度賦課金の額及びその

徴収方法について
8)令和４年度借入金残高最高限

度額について

出席
21 名

委任状
69 名

6/23
第 2 回
Web 広報
委員会

1)オートキャンプ動画撮影会につい
て参加申し込み状況・役割分担・
その他

2)その他

5 名

共同事業利用実績 会務報告
１．高速道路ＥＴＣ利用手数料（新潟県異業種交流センター）

２．切手・収入印紙類委託販売事業

３．ダンボール箱共同購入事業

組合共同購入事業の活用について
　当組合では、組合事業としてダンボール箱及び切手・収入

印紙等の共同購入事業を行っております。ご利用される金額

により利用組合員への還付金が発生しますので、ご利用をご

検討されますようご案内いたします。

　詳しくは、組合事務局へご連絡ください。（TEL0256-32-7881）

ダンボール箱価格表(令和４年６月１日現在)

№

用途 刈り込み（５寸・６寸　１２丁）・差し金
寸法 内寸：長さ７２５mm×幅２９０mm×高さ１４５mm
用途 小鎌・水平器・差し金
寸法 内寸：長さ６００mm×幅３００mm×高さ３００mm
用途 鎌（１００丁）・刈り込み（５寸）
寸法 内寸：長さ６５０mm×幅３５０mm×高さ３００mm
用途 刈り込み・鍬・スコップ（６丁）・水平器・差し金
寸法 内寸：長さ１０９０mm×幅２９０mm×高さ１７５mm
用途 スコップ（１２丁）
寸法 内寸：長さ９８５mm×幅３８５mm×高さ２３０mm
用途 立鎌
寸法 内寸：長さ１４７５mm×幅３３０mm×高さ１７８mm
用途 造林５尺
寸法 内寸：長さ１７３０mm×幅３７０mm×高さ２０５mm
用途 みかん箱程度の大きさ
寸法 内寸：長さ３６０mm×幅３００mm×高さ２５０mm
用途 りんご箱程度の大きさ
寸法 内寸：長さ４３０mm×幅３６０mm×高さ２８５mm
用途 みかん箱特大
寸法 内寸：長さ４６５mm×幅３１０mm×高さ３１５mm
用途 雑貨及びかさばる物
寸法 内寸：長さ７００mm×幅５００mm×高さ５００mm
用途 雑貨及びかさばる物
寸法 内寸：長さ６００mm×幅４５０mm×高さ４５０mm
用途 立鎌（１０丁）
寸法 内寸：長さ１３５０mm×幅２８０mm×高さ１８０mm
用途 水平器９００
寸法 内寸：長さ９５０mm×幅２９５mm×高さ１８７mm
用途 チップソー
寸法 内寸：長さ６００mm×幅４００mm×高さ３００mm
用途 ネットショッピング（小タイプ）
寸法 外寸：長さ２３０ｍｍ×幅１４６ｍｍ×高さ１６０ｍｍ

№２ 133 円

状　　　　形価単

№１ 113 円

№３ 160 円

№４ 167 円

№５ 219 円

№６ 292 円

№７ 379 円

№８ 88 円

№９ 128 円

№１０ 121 円

№１１ 300 円

円

№１２ 250 円

№１３ 247 円

№１４ 164 円

№１５ 182

※各サイズ１０枚単位、トータル１００枚以上でご注文下さい。
　但し№16のみ500枚単位となります。

№１６ 18 円


