④今の若い人に伝えたい
ことは何ですか？
実際にものを作ったり
手で触ったりという体験
をしてほしいです︒形の
無いところからものを作
っていく楽しさとか喜び
とか︑あるいは悲しみと
か︒沢山経験すればいろ
んな面で役立ちますから
ね︒

③この仕事をして苦労し
たことはありますか？
仕事の苦労は当然だと
思うので︑苦ではないで
すね︒趣味は庭づくりや
植物を育てたりすること
なんです︒この歳になる
と好きなことをしてマイ
ペースに暮らせればいい
なと思っているんだけど
⁝︵笑︶

う土や葉はこの付近で取
ってきています︒こだわ
っているわけではないで
すが︑せっかくここに暮
らしているわけだから︑
あるものを使いたいと思
っています︒

我々の大学は現在︑新
津駅近傍に校舎を建設す
る計画を進めています︒
まだまだ計画の段階では
ありますが︑新津の街の
雰囲気をより高められる
ようなものにできるよう
に︑また学生もそのよう
な中で暮らし︑勉学に努
められる環境を作り出せ
るように新津の皆さんと
協議して実現できること
を期待しています︒応用
生命科学部では食品と環
境を中心とした教育と研
究を進めて来ており︑今
後は学生が新津を理解し
活動できる実地教育を進
め︑現在の枠を広げた教
育内容を設定して幅広く
活躍できる人材の育成プ
ログラムを充実させて行
く計画を立てています︒

元気な企業を紹介する﹁にいつホットステーション﹂ＦＭにいつで毎週土曜

リレー随想
みなさんと一緒に

ことに驚きました︒多く
の友人からも雪の心配を
してもらいますが︑どの
ように説明したらいいの
か戸惑うくらいです︒一
方︑４月から 月にかけ
ての気候は大阪とは比べ
ものにならないほど快適
です︒夏の湿気と海沿い
の強風を除けばボストン
の生活環境に似ているな
と感じるのは私一人でし
ょうか︒新潟の町並みも
ヨーロッパ︑特にオラン
ダの雰囲気を思い出させ
るものがあり︑新潟は日
本の中でもヨーロッパや
アメリカ東部の雰囲気が
ある地域ではないかと感
じています︒

①お店の歴史を教えて下
さい︒
学生の頃からものを作
ることが好きで仕事にし
たいと思っていました︒
歳で佐渡の何代窯に４
年間修行し︑その後は茨
城県笠間の松山典直氏の
もとで勉強しました︒こ
の土地で開窯したのは︑
﹁竹割式登り窯︵竹を半
分に割って伏せたような
形の窯︶﹂を作りたかっ
たので︒もう独立して
年になりますかね︒
②この仕事をする上で︑
心掛けていることは何
ですか？
お客様からの要望にき
ちっと応えることです︒
できれば期待を超えるも
のを作って喜んでもらい
たいですね︒
あとは︑
ここにあ
る素材を
一番良い
かたちで
活かすこ
とです︒
陶芸で使

時〜︑月曜︵再放送︶ 時〜放送中！

はじめまして︒アメリ
カのワシントンＤ．Ｃ．
から来ました︑ジッピー
ズイングリッシュの講師
クリストファー チャコ
ナスと申します︒クリス
と呼んで下さい︒どうぞ
宜しくお願いいたします︒
日本に来て５年半︑妻
の故郷新津に来て１年が
経ちました︒東京にある
インターナショナル幼稚
園での講師経験をもとに
４月より秋葉区新町にて
英会話教室をオープンい
たしました︒いつも感心
するのは︑子供たちの上

達の速さです︒ある親御
さんが４歳のお嬢様へ言
っていました︒﹁今あな
たの頭はスポンジみたい
だから︑吸収できるうち
にたくさん吸収しなさい﹂
その通りだと思います︒
間違っても恥ずかしがら
ずにトライする！気持ち
が上達の一歩だと思いま
す︒英語が話せたら将来︑
いろんな事にチャレンジ
できるチャンスが増える
と思います︒
一度遊びに来て下さい︒
お持ちしております︒
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﹁新潟県信用保証協会﹂定例相談会
10

私が新潟薬科大学に赴
任してから７年と３か月
になりますが︑その最初
の４年間は大阪の会社と
の併任のため毎週の往復
でしたので︑実質的には
ここ３年間が新潟での生
活が中心となっています︒
若いころ米国ボストンに
しばらくいて冬も２回ほ
ど経験しましたので︑新
潟の冬の雪の量の少ない

新津石油の里の一角で
陶芸業を営む押味修さん︒
緑いっぱいに囲まれた仕
事場にはギャラリーもあ
り︑様々な形や色をした
数百点の作品を見て触れ
て楽しむことができる︒

日
｢ 本政策金融公庫﹂定例相談会

3

21

11

新潟市秋葉区新津本町２−６− 27
TEL&FAX：0250 − 25 − 7722

zippysenglish@yahoo.co.jp
http://www.zippysenglish.miraiserver.com/

風の丘接骨院
新津院
新潟市秋葉区新町１−７−１０
☎ 050 − 1204 − 2702

˟Ճ

Zippy's English
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31

（
新潟バイオリサーチパーク㈱
新潟薬科大学応用生命科学部長
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押味 修さん（５７歳）
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アメリカ人が教える英会話教室
9

金 津 焼・ 押 味 窯

36

毎月第１火曜日の午前 時より定例相談会を開催しています︒
相談等がある方は︑事前に商工会議所までご連絡お願いします︒
︵ＴＥＬ可︶ 月 日㈫
9

41
毎月定例相談会を開催します︒
相談等がある方は︑１週間位前までに商工会議所までご連
絡願います︒︵ＴＥＬ可︶ 月 日㈫・ 月 日㈫
27
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従業員を雇うなら労働保険に加入しましょう！
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