﹁ 鉄 道の街 ﹂視 察 研 修 会 を 実 施！

今月号の紙面

・金融情報

・イベント情報

地元の企業に就職を

. じく就職先の選定
二 同
が期待されます。
にあたり、
管内企業の魅力
﹁地元事業所による協力﹂
を説明し、できるだけ多
地元就職率の向上には、
くの生徒が応募されるよ
学校側による新卒者への
う案内していただくこと。
案内のほかにも、中学・
﹁管内への就職は約４割﹂
高校時の職場体験やイン
本年３月に管内の７校
ターンシップを通じて地
を卒業した就職者は２８
元企業の良さを知っても
５人ですが、このうち地
らうことなど、地元の受
元企業に就職した卒業生
け入れ体制が充実してい
は１１１人、割合は ・９
ることが大切です。地元
％にとどまります。
事業所の更なるご支援、
ご協力をお願いします。

(金)

通常議員総会を開催！

６月 日 、通常議員
総会が開催され、「平成
年度事業報告書並びに
収支決算書 案( ・)監査報
告」などの上程議案が、
それぞれ異議なく承認さ
れました。
総会後には、日本銀行
新潟支店長の武田直己氏
より「新潟県の経済情勢」
と題して講演がありまし
た。

Tel.0250-24-7722

坂上興産株式会社

実施／公益財団法人古紙再生促進センター 協力／新津商工会議所

＊筋肉組織などを傷めた急性痛の直後には効果は少ない
です
（多くは自然に良くなります。）

受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00

｢まちの駅ぽっぽ｣の2軒隣の建物

◎慢性痛（関節・筋肉がよく動かないことに
よる関連痛）に効果を発揮します。

古紙回収拠点オープン

秋葉区山谷町3-15-40 ☎47-8703 日曜OK HP有

〜まちなかの更なる〝鉄分〟向上に向けて〜

駅
さつき野

〜全身関節（骨盤・脊椎含む）8方向完全調整〜

各種 ご会合 お祝い ご法事に

の両日、
商店連が中心と
なって視察を行いました。
秋葉原から御徒町の高
架下に設けられた、
個性的
な商品を扱うＪＲの商業
）
、
施設
（ AKI-OKA ARTISAN
旧万世橋駅の遺構を活か
した施設
（マーチエキュー
ト）
、
酒肴のメインが缶詰
ながら鉄道を売り物にし
たら人気に火がついた飲
食店、私鉄とコラボした
カラオケ店のほか７月に
新館がオープンする大宮
の鉄道博物館など、
首都圏
の鉄道をテーマとした施
▲カップ酒・
缶詰バー「キハ」

この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡

無料

三ツ星 関節運動療法院 ★★★
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＜ランチメニュー(週替わり)＞
・パスタランチセット
1,180円
・ラザニアランチセット
1,180円
・ランチプレートセット
1,490円
・お子様プレート
480円
＜ディナーメニュー＞
・選べるコース
1,620円〜
・2名様用シェアセットお二人で 2,800円
・ファミリーセット4名様用
3,990円
・その他一品料理 新潟の日本酒 イタリアワイン各種あり

★★★
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住 所：秋葉区さつき野2丁目10-26
T E L ：0250-47-4899
営業時間：11:00〜15:00 17:30〜22:00
定休日： 水曜日､日曜夜
https://www.akihaku-rucola.com/

※表示価格はすべて税込

●リオンドール

新津工業高校の山川校長に
要望書を手渡す古川会頭（6/25）

夕映えの跨線橋西詰

38
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※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

460

田村 一夫
編集発行人

新潟県新潟市秋葉区新津本町３丁目１番７号

ただし、管内の地元就
～ 新 津 地 域の高校へ申し
職者割合を、直近の５年
入れのため当所らが訪問
間の推移でみると、 年
設や店舗など か所近く
﹁管内には７つの高校﹂ ３月に ・７％だったもの
を丹念に見て回りました。
６／ から６／ にか
が毎年少しずつ上昇して
鉄道に関連づければ、
けて、
新津職業安定所（ハ
おり、地元就職の流れが
今回は、まちづくり活性
ローワーク新津）
管内
（新
着実に強まっている様子
化に向けての栄養分なら
潟市秋葉区、同南区、五
がうかがえます。
ぬ「鉄分」の補給が十分
泉市、阿賀町）の自治体、
﹁今年度求人は出足好調﹂
に行われた視察でした。
商工会議所・商工会は、
参加者一行 名は、
この
景気が好転する中で、
ハローワーク新津ととも
視察を踏まえて、新たな
求人に対する早期確保が
に、管内に７つある高等
事業を展開していきたい
進んでいます。今年度の
学校を訪れました。
との想いで一致しました。
求人受理は、６／１に開
一行は、一人でも多く
始されていますが、６／
の高校新卒者が地元の企
現在の求人数は、昨年
業へ就職し、将来の地元
同期比２倍近くとなる好
を担う一員となってもら
いたいとの強い思いから、 調な出足となっています。
就職を希望される卒業
連名で次の申し入れを行
生には、本人が望む仕事
いました。
に従事してもらうことが
【申し入れ事項】
. 規高等学校卒業予
一番ですが、地域にとっ
一 新
ては地元企業への就職率
定者の就職先の選定にあ
向上によって、地域の活
たり、管内企業の求人を
性化はもとより、定住人
積極的に案内していただ
口の増加につながること
くこと。

7/24(火)〜 ・新津工業高校インター
商工会議所
ンシップ受け入れ
7/26(木)

●北上保育園

毎月１回発行
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10



一 楽
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宮城県
7/14(土)〜 ・青年部25周年記念
視察事業
7/15(日)

三者協議会を開催

・磐越西線SL定期運行
推進協議会総会

ルコラ

はじめまして。Rucola（ルコラ）
です。
新鮮な地元野菜を取り入れた気軽に食べ
られるイタリア料理店としてH30年3月に
オープンいたしました。
アットホームで落ち着いた店内は、8名様
までご利用いただける個室もあり女子会
やカップル、ご家族連れ、年配の方々に
幅広くご利用いただけます。
皆さんのお越しをお待ちしております。

C57 180

お揃いのＴシャツ
～東京駅にて▼

ンパス誘致を契機として
スタートしました。
会合では、其々の主要
事業の説明に続き、意見
交換がなされ、三者が得
意とする分野で引き続き
連携を図りながら、活気
あるまちづくりを進めよ
うとの共通の思いが確認
されました。

新入会員紹介

・クローズアップ会員

会 場

808

▲大宮鉄道博物館
※現在はリニューアル・拡張工事中
で、7/5に全面オープンします。

!!
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商工会議所

7/13(金)

・上期源泉税相談会
7/6(金)
7/9(月)
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６月７日 、 回目と
なる新潟市秋葉区・新潟
薬科大学・商工団体の三
者協議会が開催されまし
た。
本協議会は、
平成 年に
当地東島地区に開学した
新潟薬科大学の新津キャ
23
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商工会議所
・青年部役員会
7/5(水)

本町各商店街、区役所、
当会議所は連携して、従
来より「鉄道の街にいつ」
を活かしたまちづくりを
進めています。
とりわけ新津商店街連
合会
（以下
「商店連」
）
で は、
これまで「ＳＬの動輪」
や
「踏切」
などの鉄道モニュ
メントの設置、「シャッター
アート」
、
「アーケード支
柱の塗り替え」などの取
り組みのほか、「鉄道まつ
り」
、豪華列車「四季島」
の送迎など、鉄道色を前
面に出した様々な活動を
精力的に行ってきました。
マーチエキュート神田万世橋

創業に関するご相談は商工 会 議 所 に お 任 せ く だ さ い
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・
「鉄道の街」視察研修会を実施
行事等内容

2018 . 7
14

2k540
AKI-OKA ARTISAN

こうした一連の取り組
みや活動に更に磨きをか
け、新たな機軸を打ち出
すことを目的に、６／ 、

（水）
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これからの新津商工会議所
主要行事予定表・定例相談会

vol.808
会議所コーナー

(1) 2018.7.5

