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にいつ０番線商店街
やまいし果物店です。
皆様よりご愛顧を賜り、
心から感謝を申し上げま
す。当店は果物専門店と
して本町通りに店を構え
てから、五十年目と相成
りました。一六市場の露
店商から含めると、七十
年以上は青果商を営んで
おります。
当店では、贈答用にお薦
めできる美味しいフルーツ
を販売しております。贈っ
たお客様は勿論、受け取っ
たお客様にも喜ばれるフ
ルーツを提供するよう、
日々研鑽しております。
最近では、完熟フルー
ツジュースやフルーツサ
ンド、カットフルーツも
販売を始めました。普段
高くて手が届かない高級
月で創業 年となる
印刷会社です。
写真はフリーペーパー
の「あきはぴ」です。
皆さん一度は目にした
事があるのではないでしょ
うか。
「あきはぴ」
は秋葉区が
ハッピーになればとの思
いから命名したフリーペー
パーで、
広告のスポンサー
様より掲載料を頂き、主
に生活に関連のある記事
やお店情報、自慢のペッ

フルーツも違った形で販
売が出来るので、お客様
にも喜ばれております。
これから夏の贈答シーズ
ンが到来ですが、新潟県
産の桃、西瓜、メロン、葡
萄を始め近年は枝豆の発
送にも力を入れておりま
す。その他にも旬を彩る
美味しいフルーツが満載
ですので、是非ともご用命
をお待ち申し上げます。

ト等を、また、読者プレゼ
ントとして美術館や協賛
企業・店より様々な商品
を提供していただいてい
ます。
また、こんな特集をし
てもらえないかなどのご
意見、またはみんなに教
えたい、知ってほしい情
報等がございましたら、
編集部までご連絡下さい。
皆様のご連絡お待ちい
たしております。

編集部 :
akihapi@toyo-business.com
本 社 :
t-b246633@themis.ocn.ne.jp
今後も皆様のご協力を
頂きながら進めていきた
いものです。

古紙回収拠点オープン

受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00

｢まちの駅ぽっぽ｣の2軒隣の建物

実施／公益財団法人古紙再生促進センター 協力／新津商工会議所

NIC 新津
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申請会場と間違って訪ね
てこられたり、足を運ん
だついでに各種の手続き
について説明を求められ
たりされることも少なく
ありません。
□もちろん問い合わせの
多くは想定内のものです
が、中には給付金対象者
とならんがため、ここで
は到底紹介できないよう
な問い合わせをされてこ
られる方もいます。まあ、
色々な人間模様を見るこ
とができるのは後学には
なりますが・・・
□この申請サポート会場
の開設、新津会場では７
月の 日までとなります。
また、サポート会場の開
設に合わせた、当会議所
窓口の土日開所も一旦終
了となります。
給付金の申請サポート
をご利用される方はお早
めにお願いします。
ɜ ཤ࣐߆ק
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たスタッフさんたちの献
身的でストイックなまで
の仕事ぶりには頭が下が
るばかりです。会議所と
してもできるだけ快適に
業務に取り組んでいただ
けるよう協力はしていま
すが、いかんともしがた
いことがひとつ。それは、
エレベーターがないこと。
□当会議所の会館は、来
年還暦を迎える昔ながら
の建物。
３階までエレベー
ターなしの建物は珍しく
もないでしょうが、問題
は昇り降りの回数。件の
スタッフさんの何人かは、
毎日何度となく１階と３
階の間を昇ったり降りた
りしています。
□一方、当所の事務室
は２階。事務室が申請会
場の途中にあることで、
ⅷ⅜⅖ⅼ⅗⅕⅁ⅷ⅔ⅇℹ₍
Ａ６，にいつ夏祭りが大
好きです。
ℐ⁒ٛ২⅛ℏℑ⅗⅖ℴ
ⅴⅫⅅ⅍ⅳℸ℻ℽⅎ⅃
ℵ„
Ａ７，アメリパでは女性
スタッフがご案内します。
大人気のリラクゼーショ
ンメニュー、ヘッドスパ、
レディースシェービング
でリフレッシュにぜひア
メリパにいらして下さい
ね。
యນ⅛໓ࢨۼঊ⅃ⅼℹⅳ
֚࡞
真面目で一生懸命に仕事
に取り組み、おとなしく
見えますが笑い上戸な一
面があり、お客様の日々
の疲れが取れると評判の
スタッフです。当店にお
越しの際は彩さんの笑顔
に癒やされて下さいね！
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□第一面下段の案内にも
あるように、コロナ禍の
持続化給付金の申請サポー
ト会場として、ただ今当
所の３階会議室が貸し出
されています。
□万全なコロナ対策が施
こされたサポート会場で
は、これまた万全な身支
度で臨むスタッフさんた
ちが、申請される方たち
の対応に日々当たってい
ます。

□あらかじめ研修を受け

Ａ３，お客様に気持ち良
かったと喜んで頂けた事
です。
ℐ⁒ॽম℺ਞⅸ⁁⅍ࢃ
ⅰ”ݝ⅜ةⅻⅅ⅓ً⅂
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ４，旅行や走りに体育
館へ行ってます。
ℐ⁒⅁ⅶℹⅳ⅛ྪ⅜ة
⅔ⅇℹ₍
Ａ５，これからも美につ
いてもっと学んでいきた
いです。
ℐ⁒૧ೋ⅛ࢡ℻⅗⅕⅁
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ご愛読ありがとうございます
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新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL 0250（22）2015
FAX 0250（22）2050
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「新潟県信用保証協会」定例相談会
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Tel.0250-24-7722

坂上興産株式会社
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ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ⅃ⅶ
⅓ℵⅵٛ২⅔ⅇℹ₍
Ａ１，理容、
美容、
エステ、
ネイルを楽しめるトータ
ルビューティーサロンで
す。
ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ൚
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ２，理容、レディース
シェービング、エステ、
マッサージなどしていま
す。
ℐ⁒⅁⅛ॽমⅻⅅ⅓ℵ
⅓ܘⅅℹ⁁⅍⅁⅕⅜₍
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この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡
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事業所所在地
新潟市秋葉区新津本町3-9-6
TEL:0250-23-3318

「日本政策金融公庫」定例相談会
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