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2017/9/25 
第 17 回 チームネクストイベント 

  「セミナー合宿 in 新潟」のご案内 

中越地方と当社の 「これまで」と「これからの戦略」  

～ 歴史の荒波をどう乗り越えてきたか ～ 
 
チームネクスト会員のみなさま 
第 17 回目の今回は、新潟県の陸上輸送サービスで№1 を誇る、中越交通様を訪問し、 

中越地方と中越交通様の、永年に及ぶ発展の秘策である「歴史と経営戦略」等について 
学ぶ機会を企画いたしました。 
また、当日は、三条市市長・國定勇人様にもご登壇いただき、「デマンド交通の戦略と実

態」などについてもご講演いただきます。 
さらには、世界的にも有名な燕市の洋食器加工技術や背油ラーメンをコアにした観光タ

クシーの開発や、9 月 11 日～16 日に実施しました「セミナー合宿 in マニラ」のご報告会

など、多彩な内容で開催いたします。 
ご多忙中かと存じますが、奮ってご参加ください。 
お会いできることを楽しみにいたしております。               事務局 
 
協力：中越交通株式会社 様 新潟県三条市役所 様 
日時：2017 年 11 月 1 日～11月 2日(基本 1泊 2日)          
定員：35 名様 先着順です。お早めにお申し込みください。 
会場：新潟グランドホテル ５階「千秋」の間 

〒951-8052新潟市中央区下大川前通 3ノ町 2230番地 Tel. 025-228-6111 （代表） 
【アクセス：新潟駅万代口より】 
•バス利用：バスターミナル 7 番または 8 番⇒『礎町』下車（約 5 分）⇒徒歩 2 分  
•タクシー（約 5 分） 

懇親会： 同ホテル 5 階「常磐」の間 
宿 泊： 同ホテル 基本・お一人１室 
ご参加費用：2 万 5,000 円(確定/宿泊費・懇親会費/保険料含む) 
      ※駐車場代の必要な方は別途 1,000 円ホテルへ支払。 

申込〆切：2017 年 10 月 10 日(火曜) 
 

※本セミナー合宿は、受注型企画旅行としてチームネクストが企画し、(株)タクシーアシストが請負実施 
するものといたします。旅行の開始は、会場である新潟グランドホテル敷地内入場時点とし、終了は、 
ＪＲ燕三条駅又は新潟空港の解散までとします。国内旅行取扱管理者：前田貴代子 東京第 3-5972 号 

 

1 日目 【第 1部】スケジュール 

 
12:30～13:00  新潟グランドホテル 
     於) ５階エレベーターホールで受付開始 

図.「常磐」の間 

正式版です! 

お申込みお待ち

しています。 
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13：00～13：05 事務局より挨拶（新入会員様のご紹介） 
13：05～13：15 世話人会よりご挨拶 代表世話人 貞包健一 様 
13：15～14：45 「セミナー合宿 in マニラ」報告会 

13：15～14：00①視察団長 寺前秀一先生より 
「マニラの交通事情及びフィリピン大学、Manila Bulletin 等」ご報告 

14：00～14：30②事務局より、「マニラ事情及びパヤタス」報告 
14:30～14:40  休憩 
14:40～16:30  中越交通(株)様 ご講演 代表取締役社長 中山真 様 

『中越地方と当社の「これまでの戦略とこれからの戦略」』 
～ 歴史の荒波をどう乗り越えてきたか ～ 

16:30～17:30  新潟県燕市々長 國定勇人様ご講演 
「三条市の公共交通と工場の祭典」～観光戦略とデマンド交通について～ 

17：30～17：35 第１部閉会の挨拶  
17:35～18:00  ホテル・チェックイン 
18:00～20:30  懇親会 

①乾杯 ②２日のご案内（事務局より）③新入会歓迎のあいさつ 
④新入会員様の自己紹介 ⑤近況報告)    

※20：30～：２次会（任意参加）割烹「きらく」を予定 
 
2 日目 【第 2部】スケジュール 

09:00～   ホテル・ロビー集合 バスへ乗車 
09:00～10:00 燕市産業資料館到着⇒11 時迄 視察 
11：00～11：20 磨き屋一番館到着⇒12 時迄視察 
12：00～12：15 燕背油ラーメン到着⇒13 時迄・体験昼食 
13：00～13：20 無形文化財「玉川堂」到着⇒14 時 30 分迄視察 
14：30～15：00 ＪＲ燕三条駅へ 解散 
15：00～16：00 新潟空港へ 解散 
 
 
無形文化財 鎚起銅器「玉川堂」- GYOKUSENDO とは?  

 
世界有数の金属加工産地、燕。そのルーツは、江戸時代初期、和釘づくりが始まったこ

とに端を発します。 
 江戸時代後期、仙台の渡り職人が燕に鎚起銅器の製法 を伝え、1816 年（文化 13 年）、

玉川堂の祖、玉川覚兵衛によって受け継がれました。 
燕に銅器製造が発展した背景には、近郊の弥彦山から優良な銅が産出され、素材の入手

が容易であったためです。 
日常銅器（鍋、釜、薬罐）の製造から、漸次工芸品的要素を加え、1873 年（明治６年）、

日本が初めて参加したウィーン万国博覧会に出品し、戦前までに約三十回内外博覧会に出

品受賞しました。 
1894 年（明治 27 年）には明治天皇御大婚二十五周年奉祝に一輪花瓶を献上し、皇室の

御慶事には玉川堂製品の献上が習わしとなっています。現在、新潟県より「新潟県無形文

化財」、文化庁より「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財等に指定され、国内唯一の鎚

起銅器産地の発展に努力しています。(出典: 「玉川堂」web)          以上 

図.無形文化財 「玉川堂」 

図.懇親会の御料理（予定） 
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セミナー合宿 in 新潟〔11 月 1 日(水)～11 月 2 日(木) 〕参加申込書 

※申込期限：2017 年 10 月 10 日(火曜)必着 受付順 

◆次の各項目の□にレ点を付して確認の上、FAX 送信してください。 

□1.「セミナー合宿 in新潟」 11 月 1日(水)～2日(木)に参加申し込みます。 

    何かご要望があれば、ご記入ください。 

 

 

 
□2. 宿泊について 

・基本的に、お一人 1室のシングルルーム利用とさせていただきます。 

・ご夫婦様などで同室ご希望の方については、可能な限り対応します。 

(金額変更なし/お二人で 1室の場合も人数様分の定額を申し受けます。)  

 

□3. 会場までのアクセスについて 

 ・ＪＲ新潟駅・万代口より、バス利用：バスターミナル 7番または 8番 

⇒『礎町』下車（約 5分）⇒徒歩 2分  

•タクシー（約 5分） 

※いずれも、最寄駅から比較的近い場所にありますので、今回は、最寄駅から会場までの 

タクシー等の手配はいたしておりません。各自で会場までお越しください。 

 

□4. ご参加費用について 研修会・懇親会・宿泊・朝食・現地視察等で税込 合計金額 

25,000 円/人です。(お申込みの方に、お振込み依頼書を後日郵送いたします。) 

 

□5. 本セミナー合宿は、受注型企画旅行としてチームネクストが企画し、(株)タクシーア 

シストが請負実施するものといたします。 

旅行の開始は、会場である新潟グランドホテル敷地内入場時点とし、終了は、ＪＲ燕三条駅又は新潟空港の解散 

までとします。国内旅行取扱管理者：前田貴代子 東京第 3-5972 号 

<ご参加される方について> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※キャンセルは、10 月 15 日迄とさせていただき、それ以降は実費をご請求させていただく 
場合がございます。請求書(振込票)は後日お送りいたします。 

※受領後、FAX 返信いたします。 
   参加承りました。  事務局受付 2017 年   月   日     印 

チームネクスト事務局 行 FAX 03 - 5812 - 7349 

御 社 名： 
電話(    )    ―    ―   FAX(    )    ―    ―    

お役職名・ご芳名①： 

お役職名・ご芳名②： 




