味に話していたとのこと。
こうした反応を嬉しく
思う反面、この楽しさワ
クワク感をまだ広く伝え
られていないことに、も
どかしさを感じます。
映像や紙媒体、ＳＮＳ
などでは十分伝えること
のできない本物の迫力、
臨場感、それはもう実際
に目の当たりにするしか
ありません。現場で体感
するしかないのです。
百聞は一見に如かず、
十見は一感に如かずとい
うところですが、さて引
き手不足解消の妙薬とも
なる屋台まつりの楽しさ
を広く体感してもらうに
は具体的にどうしていけ
ば良いのか～反省会での
宿題です。

田村 一夫

新津商工会議所

専務理事

新津駅

● 新津地域
交流センター
ほかり医院

● ガスト

こんにちは。今年の７
月９日、新津本町にて、
軽食店を新規オープンし
ました「軽食 ゆ～菜」
です。
当店はランチタイムの
み営業しており、ランチ
は、昔なつかしいナポリ
タン、大豆を使ったヘル
シーなキーマカレー、そ
の他、ピラフやパスタ等
をご用意しております。
また、人気メニューの
〝大人のお子さまランチ〟
は、ワンプレートにサラ
ダ、
パスタ、
キーマカレー、
デザートなど、いろいろ
なものをチョイスして、
ボリューム満点です。
まだ、開店したばかり
で、新しいメニューをい
ろいろ考えながら、おば
さん二人でがんばってま
す。小さなお店ですが、

気軽にお食事を楽しんで
いただけるよう、お店づ
くりをしていきたいと考
えています。皆様のご来
店をお待ちしております。
お
※時間が無い時は、テ
イクアウトできます。

て数百頁の本を読む作業
はその楽しさを通じて感
動や知識をもたらしてく
れます。
気の利いたフレー
ズは便利ですが、安易に
用いられるその言葉には
深みがありません。とっ
ておきの言葉を見つける
には、本の厚さが必要で
す。そしてその本はご自
身の中で育ちます。素敵
な一冊とめぐり逢って下
さい。

従業員の福利増進に備え

生命傷害共済

に加入しましょう

｢まちの駅ぽっぽ｣の2軒隣の建物

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

外から引っ越されてきた
ご夫婦は、「これ程見事な
まつりとは思わなかった。
鳥肌もの」と最大級の讃
辞を示してくれました。
新たに引っ越されてき
た方はともかく、新津に
以前から住んでいるもの
の宮上りを見たことのな
い方は結構いるようです。
屋台大好きな我が家の
小学生の娘は、町内のお
囃子の末席に加えさせて
もらっています。
その娘が、この夏、学
区の異なるお友達何人か
を拙宅に招いて宮上りを
見てもらったところ、一
様に「初めて見たけどワ
クワクし通しでビックリ
した。来年はまつりにぜ
ひ参加したい！」
と興奮気

新津駅

店頭で、たまにお客様
から「何か面白い本は？」
とか「オススメの本は？」
などと声をかけて頂く事
があります。ボクのこた
えは、どちらかと言えば、
当たりさわりのない、
しか
もその時のベストセラー
の中からチョイスする一
冊。書店員の選んだ本な
ら絶対に面白いはず！な
どというプレッシャーは
相当なもので最終的にし
ぼるには、それなりの情
報が必要です。
これまで読んできた本、
ジャンル。今読みたいの
はどのジャンル？又は、
未知の分野にチャレンジ
したいｅｔｃ。経験と想像
力を使って読み解かれる
本は、ヒトによってその
印象が異なります。
再読すると思わぬ発見
があります。数時間かけ

▲10月3日移転オープンした店内

十見 は 一 感 に 如 か ず
先日、にいつ夏まつり
の反省会が開かれました。
祭りの関係者が一堂に
会し、今夏を振り返ると
ともに来年に向けての熱
心な話し合いが行われま
したが、その中で、屋台
の関係者から、「引き手の
確保に難儀している。町
内だけでは手が足らず、
町外からの応援で息をつ
いている。その町外からの
応援も厳しくなっている」
との声が出ていました。
屋台はにいつまつりの
華であり宝です。とりわ
け山場である 日夜の宮
上りは引き手と見る者を
心酔させずにはおかない
威厳と迫力があります。
今年我が家の近所に県

います。
Ｑ６，新津の好きなとこ
ろはどんなところですか？
Ａ６，おしゃれなカフェ
やパン屋などお店がたく
さんあり、
なんでもそろっ
て便利で素敵な街だなと
思います。
Ｑ７，会社のＰＲなどあり
ましたらお書きください。
Ａ７，当社は新潟市内で
３店舗の美容室を運営し
ています。ヘアメニュー
他、
まつ毛エクステや無料
キッズルームなどもご利
用可能でトータルなサー
ビスを目指しております。
専務取締役の風間卓也さ
んから一言
瀬藤さんは、この夏デ
ビューしたばかりの当店
イチオシのスタイリスト
です。とても勉強熱心で、
常に最新のヘアスタイル
やホームケア商品などを
研究してますので、安心
しておまかせ下さい。

新潟県火災共済協同組合

補償先

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

病気

けが

〒 新津郵便局

加茂
信金
●

ゆ～菜

へ

76.1MHZ

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



やりがいを感じますし、
嬉しく思います。
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，カフェ巡りやアク
セサリー作りをしたりし
ています。
Ｑ５，これからの夢は何
ですか？
Ａ５，もっとヘアスタイ
ルから毎日が楽しくなれ
るように私自身もさらに
勉強してたくさんのお客
様に感動して頂けるよう
な美容師になりたいと思

「新潟県信用保証協会」定例相談会
（原則毎月第１火曜日の 時～）

古紙回収拠点オープン

新津商工会議所

◎ お申込は

月曜日 12：20～12：50

坂上興産株式会社

Tel.0250-24-7722

FM
にいつ

受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00

提供

この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡

▲ゆー菜店外

▲ゆー菜店内

新津 ●
商工会議所
●
ローソン
エネオス ● ●

○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

無料

おじゃましました。

Ｑ１，どんな仕事をして
いる会社ですか？
Ａ１，美容室です。カッ
ト、ヘアカラー、パーマ、
まつ毛エクステなどトー
タルビューティーを目指
しています。
Ｑ２，どんな仕事を担当
していますか？
Ａ２，スタイリストとし
て美容師をしています。
Ｑ３，この仕事をしてい
て嬉しかったことは？
Ａ３，お客様から「あり
がとう」と言って頂いた
時や喜んでいる姿を見て

「日本政策金融公庫」定例相談会

10

忍 さん
瀬藤

新潟市秋葉区新津本町1-3-21
TEL:090-2482-6308
営業時間：10:30～14:30
定休日：土・日・祝日
新潟市秋葉区新津5163番地3
コモタウン新津
(ホームセンタームサシ内)
TEL:0250-24-1187
営業時間：9:00～20:00

20

今回は

ゆ～菜
軽食
ムサシ内 ）
（ホームセンター

本の店 英進堂

403

● 三宝
コモタウン
新津

英進堂

美容室 Ｆｅｅｌ (フィール) さんに

高塚医院 ●

軽食店がオープン！
460

2018年10月3日 移転ＯＰＥＮしました

事業所所在地
新潟市秋葉区程島1876-16（タウン403)
TEL:0250-24-7581

（原則毎月第２火曜日 時～）
10

我が社の
スタッフ紹介

2018.10.5 (2)
会員紹介コーナー

にいつホットStation
vol.811

