潟県大会を新津の地で６
月に開催することとなっ
ております。相撲は心身
の鍛錬や礼節を学び、そ
の学びを身体で感じるこ
とができるとても有意義
なスポーツです。ぜひ多
くの子供たちにそれらを
感じてもらいたいとメン
バー一同考えております。
また新入会員をいつでも
募集しております。新津
青年会議所という樹が幹
をより太く逞しくし、多
くの葉を繁らせ、根張り
の良い組織となるために、
皆様からのより一層のご
支援、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

こんにちは、平成 年
４月に荻川にイタリアン
（欧風料理）のお店を新規
オープンしました「オス
テリア ラ ヴィータ」で
す。
オステリアはイタリア
語で〝居酒屋〟を指し、
ラヴィータは〝生活・活
力・命・生きる・人生〟
などの意味を持っていま
す。当店がお客様にとっ
て生活の一部、活力にな
れればとの思いからこの
名前を付けました。
ランチのサラダは秋葉
区の野菜を中心にいろい
ろな野菜をボリュームたっ
ぷりに盛りつけています
ので、初めてご来店され
たお客様からよく驚かれ
ます。
ディナーでは、コース
料理の他、単品料理もご
用意しております。
当店では、お客様のご
要望に合わせ「こんなの

食べたい」など、食材の
リクエストがあれば、で
きる限りのオーダーにお
応えしております。
お一人様でもゆっくり
して頂ける様、
カウンター
席のご用意もあります。
是非一度、ラヴィータ
をご利用ください。
皆様のお越しをお待ち
しております。
メニュー一例

▼

店内の様子

㈱新潟日報サポート
新津支店

○ 最高２０口まで加入できますが、所得額
(年収の1/12)が月額の限度となります。

荻川駅
ね
新津こが ●
公園

｢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

あり続けるべく活動して
参ります。今年度は繁葉
大樹～力を蓄え、逞しく
誇れる姿であり続けよう
～をスローガンに掲げ、
鉄道や花、自然など素材
の宝箱である秋葉区の魅
力を区内外に周知・発信
できるようなまちづくり
事業、そして年々時代の
変化とともに希薄になっ
てきている世代を超えた
コミュニケーションの能
力を向上させられるよう
なひとづくり事業を計画
しております。また、毎
年開催している小学生を
対象にしたわんぱく相撲
の全国大会予選となる新

▼

拶、明るい接客を心がけ

(

NIC 新津

花と鉄道と石油の秋葉区

Tel.0250-24-7722

)

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

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

今年度の活動にあたり

本年１月より一年間理
事長の職をお預かりして
おります。新津青年会議
所も設立以来 年を越え
る長い歴史が、明るい豊
かな社会の実現のために
数えきれない程の諸先輩
方によって受け継がれて
きました。これからもそ
の想いを継承し、地域に
必要とされる青年団体で

Ｑ６，新津の好きなとこ
ろはどんなところですか？
Ａ６，生まれも育ちも新
津です。人のあたたかさ・
優しさ・全て大好きです。
Ｑ７，会社のＰＲなどあり
ましたらお書きください。
Ａ７，明るく笑顔での接
客を心がけ、ご来店お待
オーナーの本間由さんか

ちしております。

Ｑ４，仕事が終わった後

ら一言

Ａ４，子供の学校へのボ

るよう指導しております。

明るい笑顔、明るい挨

や、休日は何をされて過

ランティア活動や、友人

おかげ様で各店舗それぞ

ごしていますか？

とおいしいランチに行き

が実現しております。今

れの立場、持ち場でわき

後も従業員のみなさんと

ます。
ですか？

あいあい笑いのある職場
Ａ５，お客様やその他お

一緒によりよい接客を心

Ｑ５，これからの夢は何

世話になっている方から

がけていきたいと思いま
す。

信頼される仕事ができる
ようにがんばります。

「新潟県信用保証協会」定例相談会

新潟県火災共済協同組合
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（原則毎月第１火曜日の 時～）

所得補償共済

ご愛読ありがとうございます

“新規会員募集中！”

<１口の月額補償例>
満 19才 9.75万円 満 44才 3.09万円
24才 6.69
54才 2.07
34才 4.80
64才 1.56

古紙回収拠点オープン

に加入しましょう

この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡

無料

提供

病気やケガに備える

川名 伸明



Ｑ１，どんな仕事をされ
ている会社ですか？
Ａ１，クリーニングの受
付業務です。
Ｑ２，どんな仕事を担当
されていますか？
Ａ２，クリーニング品の
受付や、引き渡し、検品
作業等を行っています。
Ｑ３，この仕事をされて
いて嬉しかったことは？
Ａ３，お客様が仕上がり
品を見て、喜んでいらっ
しゃる姿を見た時です。

―まだご入会されていない事業所をご紹介ください―

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL 0250（22）2015
FAX 0250（22）2050

補償先

左：長谷川 奈緒子さん
右：オーナー 本間 由さん

馉䖓 㣓搫 أؖ

へ

新津商工会議所

◎ お申込は

おじゃましました。

坂上興産株式会社

月曜日 12：20～12：50

○ １口月額５００円の掛金で最高１年間の所得を
補償する制度です。

FM
にいつ

76.1MHZ

受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00

○ 掛金が安く、剰余金は組合員に還元 (平成19年
度10％）されます。

Osteria la vita

会員募集中!!～会議所はお役に立ちます

一般社団法人新津青年会議所
第63代理事長

フリージア リオンドール新津店 さんに

Osteria la vita

気軽に入れるイタリアン
（欧風料理）

「日本政策金融公庫」定例相談会

■入会資格：当商工会議所の地域内の商工業者もしくは地域外でも当会
議所の趣旨に賛同していただける方（特別会員）で要件に
該当すれば、法人・団体・個人を問わず入会できます（但
し、当所常議員会での承認が必要です)。
■年 会 費：法人、個人とも最低５千円からとなります。資本金や従業
員数などにより異なります。詳しくは当会議所までお問い
合わせください。

60

今回は

●
新潟市荻川地区
コミュニティセンター

新潟市秋葉区車場4-11-52
ピープル荻川
TEL:0250-47-3502
受付時間 平日 11:30～14:00
土日祝 11:30～14:30
ディナー17:30～22:00
(ﾌｰﾄﾞLO：20:30)
火曜日ディナー休み
他不定休あり

【会員のメリット・特典】
１.対外的信用力がアップします。
２.各種相談(金融・経営・労務・税務・記帳
など)が無料もしくは低廉な料金で受けら
れます。
３.条件により無担保・無保証のマル経資金や
公的融資の斡旋が受けられます。
４.専門家(弁護士、司法書士、税理士等)の斡旋が受けられます(初
回のみ無料)。
５.記帳代行、労働保険(労災、雇用)の事務代行が低廉な料金で受
けられます。
６.取引先の紹介や斡旋が受けられます。
７.福利厚生のための各種共済制度に加入できます。
８.あなたの意見を会議所の要望活動に反映できます。
９.地域の活性化に貢献できます。
10.このほか、健康診断や各種セミナー・講演講習会が割引料金で
受診、受講できるなど、様々なメリット・特典があります。
10

事業所所在地 新潟市秋葉区さつき野4丁目20-20
TEL:0250-25-1635

（原則毎月第２火曜日 時～）
10

我が社の
スタッフ紹介

2019.3.9 (2)
会員紹介コーナー

にいつホットStation
vol.816

