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サステナブルな街へ

根

させていただきますので、
作品ご持参にてお気軽に
ご来店ください。また外
商部においては事務用家
具・ＯＡ機器の販売メン
テナンスを中心に営業を
行っており、メーカーに
て認定を受けたサービス
マンも複数名常駐し販売
からメンテナンスまで一
貫して自社で行います。
「新品まではいらないけ
どコピー機が欲しい」と
いうお客様にはリサイク
ルコピー機の販売や短期
間のレンタル等も可能で
す 。その他パソコン・事
務用家具等オフィス関連
のお悩み事ございました
ら些細な事でも結構です
のでお気軽にご相談くだ
さい。
大変なご時世ではあり
ますが前を向き頑張って
いきますので今後も株式
会社天神屋を何卒よろし
くお願い申し上げます。

店

白

には、①地域経済の活性
化への貢献、②高齢者の
安心、安全な生活の支援、
③より良い生活を送るた
めの金融サービスの提供、
④ダイバーシティー、働
き方改革の推進、⑤持続
可能な環境保全への貢献
の５つの宣言のもと、地
域が抱える社会・環境課
題等の解決に向けた様々
な取り組みを行っており
ます。この新津の街が、
今以上に住みやすく、働
きやすく、活気に溢れた
サステナブルな街となる
よう、会員の皆様と一緒
に尽力したいと思います。
どうぞ宜しくお願い致し
ます。

ɣέρχȜͺτϋΐιϋΠ࣒ज

店をご愛顧いただき心よ
り御礼申し上げます。さ
て、過日、新津商工会議
所主催の「秋葉区みらい
会議」に参加させていた
だきました。この会議は、
持続可能な街づくりに向
けた、秋葉区独自の脱炭
素等の取り組みを検討し、
新潟市に提案することを
目的としています。私ど
も第四北越銀行フィナン
シャルグループにおきま
しても、地域の持続的な
成長を実現するため、「第
四北越銀行フィナンシャ
ルグループＳＤＧＳ宣言」
を制定しました。具体的
UFM;1361.34.2211
UFM;1361.35.4566

ࡔȁڶহ

今年の７月１日付で第
四北越銀行新津支店に着
任致しました藤原と申し
ます。私ども第四北越銀
行では、新津におきまし
ては新津支店、新津中央
支店、新津南支店、荻川
支店の４店舗で営業して
おります。日頃より各支
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こんにちは！新津本町
３丁目、二福商店街の株
式会社天神屋です。
創業は明治初期で当時
はお茶屋として創業いた
しました。その後、紙の
販売を始め文具、事務用
品、画材額縁の販売を始
め現在に至ります。
よくお客様から「天神
屋さんの社名の由来は？」
とご質問をいただきます
が、もともと本家が天神
（現在の古田近辺）
にあり、
初代が独立し商売を始め
たことから出身地の地名
を付け「天神屋」という
社名になったと聞いてお
ります。
現在店頭においては画
材・額縁・文具・お茶の
販売を行っております。
お客様が描かれた絵画や
書道作品に合わせた額の
選定やマット加工、軸装
をやらせていただいてお
ります。ご相談にも応じ

祉施設の制作した布地に
２年前に本町２丁目に
期待しマチノちえこを続
カルチャースクールを開
けていきたいと思います。
業しました。しかし、７ヶ
新企画として、洋服の
月後にコロナ禍でやむな
リメイク部門も立ち上げ
く休講することになって
ました。眠っている服を
しまいました。閉講する
〝愛とたくみの技〟
で リメ
こともよぎりましたが、
日
イクし依頼主さまに
「あっ」
本のみならず世界中が苦
という驚きと着る喜びを
境に陥っている時こそ街
提供したいと考えていま
に灯をともすことが大切
す。また、カルチャーの
だと感じ、
心のギアチェン
講座は、お花・絵手紙・
ジをしました。カルチャー
大人の英語・ピアノと徐々
だから講座をしなければ
に充実させていきたいと
ならないという考え方を
切り変えました。すると、 考えています。
最後に、
応援して下さっ
あるタイミングで生産中
ている方々に感謝致しま
止の小須戸縞との出会い
す。
があり、
故郷の馴じみ深い
藍染めに背中を押されま
した。そこに救世主のご
とく村上のオーダーシャ
ツの会社様が現れ、
小須戸
縞をワンポイントで使っ
たシャツをコラボで制作
をしました。好評につき
↴↘↤⅏ℷ⅁ↂ↾↘⁌‡←ↆ‡↾ٴ
継続中です。今後は、福
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ＹｏｕＴｕｂｅを参考に
自家製ベーコンを作りま
す。ただし食べられるの
は２週間後です。
ℐ⁒⅁ⅶℹⅳ⅛ྪ⅜ة
⅔ⅇℹ₍
Ａ５，数千人のお客様全
員とお友達になる。そし
て 個人 的 に は マ イ ホ ー ム
を建てる！ウッドショッ
ク 早く収まらないかな。
ℐ⁒૧ೋ⅛ࢡ℻⅗⅕⅁
ⅷ⅜⅖ⅼ⅗⅕⅁ⅷ⅔ⅇℹ₍
Ａ６，降雪量や最高最低
気温が全国区になるとこ
ろです。
フェイスブックで
その都度自慢しています。
ℐ⁒ٛ২⅛ℏℑ⅗⅖ℴⅴ
Ⅻⅅ⅍ⅳℸ℻ℽⅎ⅃ℵ„
Ａ７，お客様と担当者が
顔が見える近さにいる事
で、お互いに何かない限
り、一生のお付き合いが
できます。
ષংℹⅳ֚࡞ యນ৾
₉ հঊ
২ಿ ༦! ಿ!ଳ
地域密着の代理店で親
子二代、三代のお客様も
いらっしゃいますので
年後 年後もずっとお世
話をさせて頂く為にこの
仕事に携わってくれた事
に感謝しております。

ڬġ༻

ıĳĶĮĴĸĴĮĶĵıı

荻

茂

̮ထȆ̤࿚̵ࣣ

パルス店

加

Ȫֽ̪̳֔ޘȫ

ベルシティ店

ಿଳȁఽ̯ͭ
険会社三社 家
×族５人分
の保険証券の分析依頼が
ありました。この保障は
必要か不必要か、過不足
はないか、今やめると損
しないか？等を延々と話
し合い、当社からの提案
にご納得頂き、お手続き
して頂きました。「この
ままだったら何も分から
ず保険料だけをムダに払っ
ていく所だった。ありが
とうございました！」と
言われた事です。
ℐ⁒ॽম℺ਞⅸ⁁⅍ࢃ
ⅰ”ݝ⅜ةⅻⅅ⅓ً⅂
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ４，８月に産まれた長
女のお風呂を入れる為、
すぐに帰ります。休日は
大きなお肉を買ってきて、

20
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小須戸店

事業所所在地：
新潟市秋葉区美幸町2-2-28
TEL:0120-224-272
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ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ⅃ⅶ
⅓ℵⅵٛ২⅔ⅇℹ₍
Ａ１，アフラックの専属
代理店で、団体企業への
保険案内、既契約者への
フォロー、来店された方
の相談を ２級の担当者
が承っています。
ℐ⁒⅖ⅼ⅗ॽমⅻ൚
⅃ⅶ⅓ℵⅫⅇℹ₍
Ａ２，日中は企業への訪
問や給付手続きで、
頂いた
お茶でお腹いっぱいになっ
て帰ってきます。社内で
は、設計書や企業への案
内文章の作成をしており、
おかげでエクセルとワー
ドが得意になりました。
ℐ⁒⅁⅛ॽমⅻⅅ⅓ℵ
⅓ܘⅅℹ⁁⅍⅁⅕⅜₍
Ａ３，ある奥様から、保
FP
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