っていることに感謝して
おります。
本町店はまちにおでか
けいただいた時、お寄り
いただきプラスになれば
と思っております。
初代は 能登屋重平治
と聞いております。２年
前にうなぎの寝床の店、
２階建ての裏を２００坪
壊し、自分の元気のうち
に気を楽にして、次の代
にバトンを渡したい、私
の造語です。
「創活」筆は菅井松雲氏
深謝
です。
新津駅

炭火焼き鳥

当店は、昨年６月 日
にオープンしました。
少し変わった店名です
が、 お｢いしい」 た｢のし
い や
｣｢すい」の頭文字を
とって「おたや」としま
した。
炭火焼き鳥屋として自
信を持って提供するボリ
ュームのあるネタを、毎
日一串一串、丁寧に仕込
みをしています。
メニューは厳選して提
供しておりますが、その
中でも「レバー」と「つ
くね」が特に人気です。
串焼き以外にも本日のオ
ススメ等、旬の野菜焼き
や牛の炭焼きをご用意し
ております。
常時５種類以上の地酒
を揃えていますので、日
本酒好きな方も満足いた
だけると思います。
店内はカウンター席

（７席）、小上がりカウ
ンター席（２席）、小上
がり席（最大７名）と、
小さなお店ですので、お
一人様でもお気軽にご利
用いただけます。
皆様のご来店を心より
お待ちしております。

にいつホットステーション広告募集中！（会員様限定）お問い合せは新津商工会議所へ

オープンさせたのだ。３
年位はリヤカーで配達を
していました。
強い信念の持ち主の父
であった。
その後、生活様式もめ
まぐるしく変わり、私の
子供２人は空間に何か生
きる道はないかと、苦し
みながら約 年前より、
ボー・デコールと最近に
なって別々の会社で三方
舎を設立。
作り手を海外、国内に
求めて、買い手のお客様
の生活に、
毎日お楽
しみがプ
ラス、十、
になるこ
とを夢み
て、若い
社員ばか
りで、多
くの方々
に助けら
れ一所懸
命がんば

御旅屋
★

ほかり
医院
●

リレー随想
う｢なぎの寝床」
３５０ = =
プラスワン

年前に随想をのせて
いただき、もう歳だから
と一度はお断りしたのだ
が、せっかくの機会だか
らこの３月に成人式を４
回迎えたことになります。
３５０年前に石川県能
登珠洲より７人でこの地
に来たと数年前に上時国
家の 代当主に現地に行
った時、そのような記述
がある様だと聞いた。
それから私で 代、父
９代、８代は畳職で老舗
だった。私が高校３年の
月１日に父がこの場所
に 坪の小さな家具店を

ろはどんなところですか？

Ｑ６，新津の好きなとこ

新津駅

○災害による休業時の粗利
益補償

Ａ６，自然がたくさんで、
食べ物もおいしく、人も
優しいところです。

○地震見舞金担保特約

りましたらお書きください。

で正式に記録認定されて
いるのはなんとたったの
１人だけです。当店でも
長寿祝いのお客さまを数
多くお手伝いさせていた
だきましたが、いつか大
還暦もお手伝いしてみた
いと思っています。皆様
の情報もお待ちしており
ます。ちなみに長寿祝い
は２５０歳（天寿）まで
あるので、ご用命の際は
当店をご利用下さいます
ようお願いします。

○盗難､水漏れ､水害等の総
合補償

Ｑ７，会社のＰＲなどあ
Ａ７，ＣＯＣＯＲＯでは、
スタッフ一人一人がお客
様をキレイにしようと日
々努めています。アット
ホームな雰囲気で、老若
男女幅広いお客様がいら
っしゃいます。どうぞお
気軽にお越しくださいま
せ☆

こんにちは。秋葉区山
谷町、人道の跨線橋を降
りて新津駅方向に見える
自動販売機の角の通りを
曲がってすぐに店舗があ
ります、冠婚葬祭、成人
式や卒業式、七五三、お
宮参り、長寿祝など各種
行事で衣裳レンタル・販
売をしています 貸衣裳
齋藤 です。また、商品
のレンタルだけにとどま
らず、お客さまに代わっ
て婚礼などの行事ごとの
企画立案や資料集め、交
渉なども行って
います。
さて、タイト
ルの答えですが
「大還暦」なの
だそうです。還
暦 ２
×周という
ことで、全世界

○火災､落雷､破裂､爆発､風
雪害の補償(新価共済､類
焼見舞金特約)



Ａ３，お客様の喜ぶ顔を
見れた時です。
Ｑ４，仕事が終わった後
や、休日は何をして過ご
していますか？
Ａ４，カットの練習や、
体育館で運動したりして
リフレッシュしています。

代表の上田笑美子さんか
ら一言
日々、練習や講習会で
がんばっています。覚え
る事が多くて、大変だと
思います。持ち前のパワ
ーと癒しキャラで、お客
様にかわいがって頂ける
美容師になって欲しいで
す。

新潟県火災共済協同組合

補償先

へ

新津商工会議所

◎ お申込みは

災害

建物等の

20

Ｑ５，これからの夢は何
ですか？
Ａ５，お客様をたくさん
担当して、支持される美
容師になりたいです。

時より定例相談会を開催しています。

「新潟県信用保証協会」定例相談会

に加入しましょう

17

毎月第１火曜日の午前

県火災共済

この看板が目印!

（BDコーポレーション㈱会長）

Ｑ１，どんな仕事をして
いる会社ですか？
Ａ１，美容室なのですが、
まつ毛パーマ、ヘッドス
パ、エステシェービング
など様々な美容に関する
ことをやっております。
Ｑ２，どんな仕事を担当
していますか？
Ａ２，今は主にシャンプ
ーやヘッドスパなどを担
当しています。
Ｑ３，この仕事をしてい
て嬉しかったことは？

「日本政策金融公庫」定例相談会

商工業者の相互扶助制度

店内の様子

● 堀出神社
● 鳥金

＋

毎月定例相談会を開催します。

10

肉の箱岩 ●
カラオケ ●
まねきねこ
●
はま寿司

事業所所在地
新潟市秋葉区あおば通2-5-17
TEL:0250-24-5542

美容サロン
● スズキ
山谷

新潟市秋葉区山谷町1-11-22
TEL:0250-22-1825
FAX:0250-22-3110

上田 亜沙美 さん

新潟市秋葉区新津本町3-9-20
TEL:0250-47-7626
営業時間:平 日 17:00～23:00
休前日 17:00～25:00
定休日:日曜(翌日が祝日の場合は営業)

★
● 新津自動車学校

今井 重朗
おじゃましました。

クチーナ・デル・
オテント
●

貸衣裳 齋藤

10

(1)

常議員

ヘアメイク ＣＯＣＯＲＯ さんに

炭火焼き鳥

63
80

10

紹介
今回は

御旅屋（おたや）
貸衣裳 齋藤

27

さわやかスタッフ

できたてアツアツの焼き鳥が味わえる店
● ファミリーマート

120歳の祝い ○○寿？
ってご存知ですか？

12

20

我が社の

2017.9.6 (2)
会員紹介コーナー

にいつホットStation
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