Tel.0250-24-7722

坂上興産株式会社

寒さに負けない暖ったか
ブーツを揃えて皆様のご
来店をお待ち申し上げて
おります。

太陽光発電承ります
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｢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
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しんせいらくらく

かった筈です。雨天の日
以外、トラクターを運転
し埃と汗に塗れた氏の姿
はもう見かける事はでき
ません。享年 歳。
今はコスモスが咲き誇
り、夕暮には亡き氏を悼
しゅうしゅう
むかの様に啾啾と風に吹
かれています。
弥彦山を見晴るかす沿
道の一角に、氏が発起人
となって建てた糸魚川出
身の相馬御風（早稲田大
学の校歌作詞者）の『伊
夜日子の 山は かす みて
見ゆ る な り な た ね 花 咲
く野辺のかなたに』と刻
まれた歌碑がひっそりと
建っています。
合掌
晨星落々：友人が年とともに
だんだんいなくな
ること。（亡くなっ
ていくこと）

こんにちは、イザワ靴
店です。皆様には日頃か
ら大変お世話になってお
り感謝申し上げます。
現在、新津本町１丁目
本店と程島店の２店舗で
営業いたしております。
取扱商品は、婦人靴・
紳士靴・子供靴・スニー
カー・長靴・ヘップなど
など、履き物に関して幅
広く取り扱ってます。
季節柄、今はブーツ・
長靴が随時入荷してきて
おります。
おすすめブーツは、ゴ
アテックス素材を使用し
た婦人防水ブーツです。
底もガラス繊維配合の特
殊ラバーで、氷上でも効
果を発揮します。
長靴は、軽量ゴム長靴
で、雪上を軽やかに歩け
るタイプはいかがでしょ
うか。
これ から「冬本番！」
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古紙回収拠点オープン

花と鉄道と石油の秋葉区

受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00
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この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡

無料
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る美容室経営の中で多く
の方とお付き合いさせて
いただき、今以上に秋葉
区全体で一体感を得て活
動していけるのではない
かと思うようになりまし
た。
お店を選ぶ理由の中で
も「近くにある」
というの
は何よりも行きやすい理
由で、更に
「行ったことが
ある」や「知っている人」
という価値が生まれる事
で《いつでも行ける！近
くで！良い場所》になっ
ていくのだと思います。
今後は更に秋葉区内の
皆さんと様々なイベント
や活動を通じて地域の為
に動きたいと思っており
ますのでどうぞよろしく
お願い致します
合同会社
Life Style
代表 清野功一郎

！
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「新潟県信用保証協会」定例相談会

今年の５月に発足しま
した
「合同会社 Life Style
」
の代表 清野と申します。
立ち上げと同時に【 Akiha
】という情報
Life Style
サイトの運営をさせてい
ただいており、皆様のご
協力もあって少しずつ広
がってきていると感じて
います。この場をお借り
して厚く御礼申し上げま
す。
なぜこの事業を立ち上
げたのか？その経緯を少
しお話しさせていただき
ます。
秋葉区は近年ベッドタ
ウンとして新潟市中心部
への利便性で移住する方
も多くなっていて、今後
必ず発展していく地域で
あると感じていました。
私自身は秋葉区が住ま
いではなく、主としてい
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晨星落々 …
遠山悦男氏を偲んで

の慣わしとはいえ氏との
この度の今生の別れの儚
さ、虚しさに痛哭を禁じ
得ないのです。
ち く はく
氏の竹帛の功績は何と
言っても国道４０３号の
全長６㎞の沿道に 年間、
毎年春は菜の花、夏ひま
わり、秋はコスモスの花
を咲かせ、
新津のフラワー
ロードの名を定着させた
事です。しかも氏はその
作業を殆ど自分一人で取
組み、瓦礫の除去でトラ
クターの刃の損壊は数知
れず、毎年咲き終えた菜
の花から種を穫り、それ
を秋に播種、その間土壌
うん こ う
の耘耕、肥料の撒布等々
その労苦は並大抵ではな

ⅷ⅜⅖ⅼ⅗⅕⅁ⅷ⅔ⅇℹ₍
Ａ６，にいつ夏祭りをは
じめ、ハロウィンやコン
バンワ市など楽しいイベ
ントとかが多いところで
す。新津は親切な方ばか
りで、人の温かみが感じ
られ素敵な街だと思って
います。 奥(村さん )
ℐ⁒ٛ২⅛ℏℑ⅗⅖ℴ
ⅴⅫⅅ⅍ⅳℸ℻ℽⅎ⅃
ℵ„
Ａ７，当店は地域の皆様
の身近な金融機関として、
皆様のさまざまなニーズ
にお応えします。今後も
皆様のご来店、お問い合
わせをお待ちしておりま
す。（小栁さん）
ഝಿ⅛ႅဉ⅃ⅼℹⅳ
֚࡞
３人とも窓口担当者と
して頑張ってもらってい
ます。全員 代と若いで
すがお客様の対応は丁寧
で的確であり、安心して
任せられています。新津
のお客様のために一層活
躍してくれる事を期待し
ています。
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遠山氏にとっては初め
ての二ヶ月間もの入院生
活を終え退院、さてこれ
からの矢先の不慮の難で
幽明境を異にするとは。
まさに晴天の霹靂、し
しょう
ばし茫然自失でした。生｢
じゃ ひつ めつ
え しゃじょう り
者必滅」 会｢者定離」この
世に生を享けた者は必ず
滅び、別れの時は必ず訪
れる 諸｢行無常 は｣この世
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お応えでき、
その結果「あ
りがとう」の感謝の言葉
を頂いたこと 小(栁さん )
ℐ⁒ॽম℺ਞⅸ⁁⅍ࢃ
ⅰ”ݝ⅜ةⅻⅅ⅓ً⅂
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ４，社会人フットサル
チームに所属しているの
で練習に参加したり試合
に帯同したりしています。
阿(部さん )
ℐ⁒⅁ⅶℹⅳ⅛ྪ⅜ة
⅔ⅇℹ₍
Ａ５，お客様からも信用
金庫内でも頼りにされる
職員を目指しています。
阿(部さん )
ℐ⁒૧ೋ⅛ࢡ℻⅗⅕⅁
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ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ⅃ⅶ
⅓ℵⅵٛ২⅔ⅇℹ₍
Ａ１，地域の事業者様や
住民の皆様のニーズにお
応えした金融商品や金融
サービスを提供していま
す 阿(部さん )
ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ൚
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ２，窓口でお客様の接
客や預金等の事務作業を
担当しております。閉店
後は現金や税金などの精
査作業などを行っており
ます。 奥(村さん )
ℐ⁒⅁⅛ॽমⅻⅅ⅓ℵ
⅓ܘⅅℹ⁁⅍⅁⅕⅜₍
Ａ３，お客様のご要望に

事業所所在地
新潟市秋葉区新津本町2-4-19
TEL:0250-22-2622

「日本政策金融公庫」定例相談会
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