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会 場

6/12(火)

・日本政策金融公庫
定例相談会
・新津観光協会総会

商工会議所

6/22(金)

・通常議員総会

一楽

6/24(日)

・第213回珠算検定
試験
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田村 一夫

新潟県新潟市秋葉区新津本町３丁目１番７号

このほか、フリマ会場
で人気を集めていたのは
新津一中の生徒達が、総
合学習の一環で栽培した
お米です。販売用に用意
された５合入り 袋は開
始早々に完売しました。

商工会議所

【目標リピーター創り】
フリマに限らず、当所
の係わる様々なイベント
は非日常的な空間を創り
出しながら、より多くの
人たちに関心を向けても
らうことが狙いです。
但し、まちなかの賑わ
いが持続、成長するため
には、日常的に足を運ぶ
「リピーターを創る」こ
とが欠かせません。
恒例となったフリマが
春の風物詩的な役割以上
のものとなり、さらに商
店街に足を運んでもらえ
る援けとなるよう、今後
も当所としては力を入れ
ていきたいと考えます。

6/10(日)

・第149回簿記検定
試験

!!

を楽しんでいました。

行事等内容

㍍、）に申込があり、個
人や事業者など多くの出
店者が集いました。

これからの主要行事予定表
定例相談会

今年も盛況
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【フリマ盛り上げ隊】
フリマを盛り上げるた
めのステージイベントや
飲食ブースは、従来は目
抜き通りで行われていま
したが、より多くの方た
ちに楽しんでもらうため
に今回は、会場を旧新津
市役所跡の新津中央公園
に移してフリマと同時進
行で開催されました。
商店街によるオークシ
ョンやビンゴ大会、ミニ
ＳＬの運行のほか、新津
一中吹奏楽部による演奏、
ダンススタジオの踊りも
披露され、それぞれのパ
フォーマンスは会場の喝
采を博しました。

新津商工会議所

新
｢ 津 あおぞ ら 市 場 を
｣ 開催

５月 日 秋葉区最大
級のフリーマーケット
（フリマ）である「新津
あおぞら市場」が開催さ
れました。

【出店数は２００区画】
このイベントは、ＪＲ
新津駅周辺の商店街を中
心に、賑わい創りとまち
なかに繰り出す人たちを
増やすことを目的として、
平成 年に始まり、以降
複数開催の年などもあり、
今回が 回目となりまし
た。
長さ３５０㍍の本町目
抜き通りを通行止めにし
た路上市場には、２００
の区画（１区画３㍍ ２
×

20
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【究極の対面売買】
当日は、あいにくの小
雨模様の中、個人の出店
者は、家庭で不用になっ
た衣料品やおもちゃ、ア
クセサリーをはじめとす
る手作りの品などを、ま
た、店舗販売をされてい
る事業者は自店の商品を、
農業関係者は旬の野菜や
花卉などを所狭しと展示
し、賑やかさを演出しま
した。
一方、会場を行き交う
人達は、フリマの雰囲気
を味わったり、掘出しモ
ノを手にしようと、売
り手とのやり取りなど

創業に関するご相談は商工 会 議 所 に お 任 せ く だ さ い

会議所コーナー

(1) 2018.6.7

商工会議所

※新津商工会議所 (青年部、女性会含む・
外部主催会議除外) 主催行事
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今月号の紙面
・新津あおぞら市場を開催
・クローズアップ会員
・金融情報
・イベント情報

はじめまして。Ｈ30年１月にオープン
したラウレアネイルです。
深爪､噛みグセ､二枚爪などコンプレッ
クスでお悩みの方、ご相談下さい。丁寧
な施術、ネイルケア、美しい土台作り、
禿げない・折れない・割れないジェルネ
イルで美爪へと導きます。アートの種類
も様々なものをご用意してお待ちしてお
ります。
H a n d メニュー ★初回割引あり!
＜ジェルネイルシンプルコース 6,000円＋税＞
・甘皮ドライケア
・爪の長さ､形整え
・ジェルカラー
＜ジェルネイルアートコース 7,000円＋税＞
・シンプルコースの内容＋アート2本
＜ジェルネイルリッチコース 8,000円＋税＞
・シンプルコースの内容＋アート4本

Laule’a Nail
ラウレア ネイル

3Dネイルアートトレーニングプログラム
公認インストラクター

井上 純子
JUNKO INOUE
ネイリスト検定1級・ジェルネイル
検定上級・衛生管理士取得
2児の子育てをしながら活動中

Instagram ID:jonko18
メール：laulea@gmail.com
営業時間 9:30〜20:00 (不定休)
秋葉区さつき野１丁目(さつき野駅から徒歩２分)
お問い合わせ 090-8259-0902

講演会の
ご案内

｢新潟県の経済情勢｣

日時

平成30年6月22日 (金)

会場

一楽ホール

■講

師

16：00〜17：00

新津本町2-7-10
TEL:0250-22-3155

日本銀行 新潟支店
支店長
昭和44年生
平成４年３月
４月
平成16年７月
平成19年７月

武田 直己

群馬県出身
東京大学経済学部卒業
日本銀行入行
企画局企画役
金融機構局企画役

氏

平成21年11月
平成24年７月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月

決済機構局企画役
システム情報局日銀ネット構築運行課長
総務人事局人事課長
国際局総務課長
新潟支店長

■定
員 １００名(定員になり次第締め切り)
■聴 講 料 無 料
■申 込 み 新津商工会議所(TEL:0250-22-0121)
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新入会員紹介



提供

安心運転に備え

自動車共済
に加入しましょう

車の

FM
にいつ

事故
○相手方には対人・対物賠
償共済
○ご自身には人身傷害・搭
乗者傷害､車両共済
○人身事故の経済的負担を
サポートする自動車事故
費用共済
○自賠責共済

◎ お申込は
補償先

新津商工会議所

へ

関東自動車共済協同組合新潟県支部
新潟県火災共済協同組合

76.1MHZ

月曜日 12：20～12：50
19：00～19：30
(再放送 毎週水曜日
毎週木曜日 13：00～13：30)

