新津駅

● 第四銀行
● 加茂信用金庫

● 北越銀行

● 東洋館

★

秋葉区の皆様、こんに
ち は。
「人の悩みや課題を共
に考え解決する」と「互
いに応援し合う社会を創

にいつ０番線商店街、
東
洋館となりの奥まった小
路をドキドキしながら進
むと そ
…こは、昭和の時
代へタイムスリップした
ような、なつかしい駄菓
子屋です！３００種類以
上の駄菓子と、鉄板を囲
んで好きな駄菓子を入れ
たオリジナルのもんじゃ、
お好み焼きも食べられる
お店になっています。店
内には思わず写真を撮り
たくなる
場所もた
くさんあ
りますの
で、
ＳＮＳ
などに載
せて見た
くなるか
も 展示
の他に、

一部なつかしい商品の販
売もしています。
一昔前の商店ではあた
り前に行われていた子供
と大人のあいさつや会話、
人情味あふれる交流が自
然とできるような空間で
す。また、部活動やお友
達同士など、
お子様と一緒
の歓送迎会等 夜( 時～ )
も承ります。アルコール
もご用意できますので、
詳しくはご相談ください。

る」をミッションに、ど｢
んな人でも可能性があり、
素晴らしい」を信念にし
ている社会保険労務士＆
フィナンシャルプランナ
ー＆研修講師の池野と申
します。
年間勤務した第四銀
行を退職し、昨年、開業
致しましたが、地域の皆
様へ貢献して行きたいと
思っています。
私の強みは、実績１０
００社以上！銀行で培っ
た金融実務経験を活用し
た課題解決力と沢山の師
匠から学んだ応援力です。
金融機関での豊富な実
務経験を生かして、机上

論ではなく、課題の実行
支援を重視し、多くの専
門家と連携したネットワ
ークによる総合力で対応
致します。
また、約 年前の心臓
の手術成功から、生かさ
れていることを痛感し、
生きる意味として、覚他
の精神で応援していくと
決意しています。
法人、個人とも悩みや
課題があれば、気軽にご
相談ください。

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
す。
さて、折角の機会です
ので、一つご提案。今年
も２月 日から所得税等
の確定申告が始まります。
例年、会場の秋葉区役所
には大勢の方が来場され、
大変混雑します。そこで、
ご自宅のパソコンで国税
庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」
を 利用した申告書の作成
をお勧めします。作成し
た申告書は、ｅ Ｔ
―ａｘ
で送信、あるいは郵送で
提出できます。ご利用を
お願いするとともに、皆
様のご多幸をお祈りして、
拙文を締めさせていただ
きます。
● 堀出神社

）

リレー随想
新津の来歴に
触れて
「日本の石油王」と呼ば
れた人物の邸宅であった
「中野邸記念館」や石油
遺産施設に「石油の里」
と称された由来を知りま
した。他にも少なからず
訪れましたが、押しなべ
てその来歴が現在へとつ
ながっている印象を受け
ました。例えば、平成
年にスタートし、多くの
人を魅了する「ＳＬばん
えつ物語」には「鉄道の
｣
まち」として培われた矜
持が感じられます。そし
て、縁あってこうした土
地に勤務できることを心
から嬉しく思っておりま

｣

Ｑ７，会社のＰＲなどあ
りましたらお書きくださ
い。
Ａ７，薬局は薬を調剤す
るだけと思われがちです
が、健康相談、栄養相談
など色々行っております。
ささいな事でも不安に思
っている方は、お気軽に
来局してご相談下さい。
社長の青柳雅仁さんから
一言
毎日誰よりも先に出勤
し、薬局の中心的で重要
な業務を行ってもらって
います。毎日忙しい業務
をこなしながら社会保険
労務士の資格取得のため
に日々努力をしている姿
勢には感心させられます。
患者さんからも信頼され、
薬局スタッフからも頼り
にされる存在です。当社
には絶対に必要な社員で
すので、これからも定年
まで働いて欲しいと思い
ます。

○病死､事故死､後遺障
害､入院､通院､生前
給付､ガン診断給付､
祝金給付
○就労不能時の所得補償
○労災事故の法定外補償
○医療保障＋ガン保障

昨年７月の新津税務署
着任以来、機会があれば
地域の資料館等を訪れ、
新津の来歴に触れてきま
した。「新津鉄道資料館
では、明治 年（１８９
７年）の鉄道（信越線の
前身）開通及び新津駅開
業に始まる「鉄道のまち
としての歴史を、また、

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，子供と買い物に行
ったり、スキルアップの
ために勉強しています。
Ｑ５，これからの夢は何
ですか？
Ａ５，仕事で活かせるよ
うに社労士と漢方養生指
導士になることです。
Ｑ６，新津の好きなとこ
ろはどんなところで す か ？

Ａ６，優しく接してくれ
るところや、お話をして
いるとあたたかみを感じ
られるところです。

に加入しましょう



Ｑ１，どんな仕事をして
いる会社ですか？
Ａ１，主に処方せんの応
需、一般医療薬品の販売、
在宅支援、健康相談など
を行っています。
Ｑ２，どんな仕事を担当
していますか？
Ａ２，患者様の受付、処
方せんの入力、処方せん
の点検、薬の在庫管理な
どをしています。
Ｑ３，この仕事をしてい
て嬉しかったことは？
Ａ３，患者様から「あな
たとお話がしたいから来
たのよ」と遠くの病院か
らお越しいただけたこと

時より定例相談会を開催しています。

花と鉄道と石油の秋葉区

生命傷害共済

裕美子 さん
小野木
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「新潟県信用保証協会」定例相談会

10

井比 常夫 氏
おじゃましました。

野本時計店 ●

（

新津税務署 署長

㈲エースファーマシー エース調剤薬局 さんに

にいつ駄菓子の駅
〒
昭和のなつかし屋
新潟市秋葉区美幸町1-2-28
TEL：0250-25-1082
メール：ikeno31913@nifty.com
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紹介
今回は

！？

37

毎月第１火曜日の午前

“新規会員募集中！”

従業員の福利増進に備え

さわやかスタッフ

新津地域
交流センター
●
新潟縣信用組合●

新潟市秋葉区新津本町3-7-38
TEL：0250-27-3151
営業時間：10:00～19:00
定休日：毎月７の付く日
７が土・日・祝の場合は営業
春・夏休み期間中は休まず営業

池野社会保険労務士事務所
マネークリニック イケノFPオフィス

16

「日本政策金融公庫」定例相談会

新潟県火災共済協同組合

補償先

へ

新津商工会議所

◎ お申込は

病気

けが

にいつ駄菓子の駅
昭和のなつかし屋
ノーサイド・ブレイン・
コンサルティングオフィス

11

事業所所在地
新潟市秋葉区あおば通1-7-12
TEL:0250-23-7009

毎月定例相談会を開催します。
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