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◆◇◆新入会員紹介◆◇◆（平成２９年１２月５日～平成３１年１月９日)
春のオープンキャンパス
開催日時：3月10日(日) 10:30～
進路検討をすでに始めている皆さん、これから
始めようとしている皆さん！是非、この機会に新
潟薬科大学を体験してみませんか。
学部のマナビ、入試制度やキャンパスのご紹介
はもちろん、奨学金や学生生活など個別のご相談
にも対応いたします。
当日参加も可能です。皆さんのお越しをスタッ
フ一同お待ちしています。
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原山

博子 新潟市秋葉区新津本町3丁目7-38

真貝

芳郎 北越第一ビル 10F

好きな駄菓子を入れたオリジナルの
もんじゃやお好み焼きも食べられます。
雇用のセーフティネット
025-245-3520 他に分類されないサービス業 として地域に貢献

プライベートサロン Ｌａｕｌｅａｎａｉ
ｌ

井上

純子 新潟市秋葉区さつき野1丁目4-10

090-8259-0902 エステティック業

指先のキレイを提供します。

日経マシナリー㈱
居宅介護支援 いち庵
㈲サン保険センター
まごころ弁当秋葉江南店
Ｐｅｔｉｔ Ｌｕｘｅ
㈱吉田電機
行政書士 後藤博之事務所
山田宏樹税理士事務所
麺食房わたなべ
きものや 絲
わっぽー
開成工業

河上

茂雄 新潟市中央区明石1丁目7-20

025-247-3245 事務用機械器具卸売業

ＰＣ、セキュリティ、
なんでもご相談ください。
介護についてのご相談に
お答えいたします。
会員様がお得に加入できる
保険を扱ってます。
おいしいお弁当を自宅まで
届けています。
あなたのお肌に合ったオーダー
メイドの贅沢をご体感ください。

勝又

裕太 ベルフィオーレ104

0250-27-3188 一般土木建築工事業

ＭａｎｕａｌＰｈｙｓｉｏＳａｌｏｎＡＫＩＨＡ

齋藤

賢一 新潟市秋葉区新津本町4丁目11-7

0250-47-7928 療術業

新津駄菓子の駅
（公財）産業雇用安定センター新潟事務所

星野

新潟市中央区東大通1丁目2-25

0250-27-3151 菓子・パン小売業

恵 新潟市秋葉区東島2 サングリラ102 0250-47-8583 訪問介護事業

丸山

孝三 新潟市秋葉区金沢町4丁目1-34

堀

克弘 新潟市秋葉区中野1丁目19-16

0250-27-3856 飲食料品小売業

毛島

明子 新潟市秋葉区新津本町2丁目1-29

090-8873-7849 エステティック業

吉田

武範 新潟市秋葉区小戸上組821

0250-23-7537 電気工事業

後藤

博之 新潟市秋葉区田家1丁目15-21

0250-50-9096 （他に分類されないもの）

山田

新潟市秋葉区新津本町4丁目5-2
宏樹 山田ビル2階

0250-22-5500 税理士事務所

渡辺

貴幸 新潟市秋葉区あおば通1丁目8-2

0250-21-1201 保険媒介代理業

専門サービス業

0250-47-3303 一般飲食店

五十嵐雅子 新潟市秋葉区新津東町1丁目5-16

090-7529-9564 呉服・服地小売業

踏江みつ子 新潟市秋葉区美幸町3丁目17-3

080-1301-4228 心理カウンセラー・コンサルタント

新潟市秋葉区柄目木173-2

各種許認可やります。
宜しくお願いします。
皆様の身近な相談相手を
目指します。
R403から見える場所にあります
ので、是非お越し下さい。

若い人中心で会社を盛り上げ
てます。
痛みに対する徒手理学療法士
のリハビリサロン

※掲載希望の新入会員のみ記載

取っておきたい確かな資格!!

2019年度 新津商工会議所検定試験年間スケジュール表
★臨時休業 ３月 日
★お惣菜販売
（毎週：月、木）
★いずみの里シフォンケー
キ（毎週：月、水）
★ぶどう工房パンの日
（毎週：木、金）
★イベントのお知らせ
カイロプラクティック無
料体験会（施術 カイロ
プラクティック千野）
３月 日
： ～ ：
まちの駅ぽっぽ２階にて
★市民ギャラリー
「島田俊男 写真展」

◆日本商工会議所・日本珠算連盟主催
種 目
珠算（第216回）1－8級
（第217回）1－8級
（第218回）1－8級
簿記（第152回）1－3級
（第153回）1－3級
（第154回）2－3級

10

30

22

21

２-４６４

12（木）

鈎

30 28

受験料
準１級 2,000円
準２級 1,600円
準３級 1,300円
7－8級 900円
１級 7,710円
２級 4,630円
３級 2,800円

2,300円
1,700円
1,500円
1,000円

珠算・簿記検定のお問い合わせ、お申込みは新津商工会議所へ。
受付時間は月～金（土日祝日を除く）8:30～17:15までです。

３／
まで
市
※民ギャラリーは無料
でご利用頂けます。
営業日 月曜日～金曜日
祝(日除く )
時～ 時
営業時間

指定管理者

25

24

９-７７８

２

新津駐車場

31

鈎

月<極契約の空き状況 >
＊Ｈ ／ ／ 現在＊
◇本町３丁目 空きあり

月(額８，６４０円 税)込み
◇本町４丁目 空きあり

月(額５，４００円 税)込み
駐車場窓口業務時間
時～ 時
土(日祝日を除く )

16

施 行 日
募集受付から締め切り
2019年 6月23日（日） 4月15日（月）～ 5月23日（木） １級
10月27日（日） 8月19日（月）～ 9月26日（木） ２級
３級
2020年 2月 9日（日） 12月 2日（月）～ 1月 9日（木） 4－6級
2019年 6月 9日（日） 4月 8日(月）～ 5月17日(金）
11月17日（日） 10月 1日(火）～ 10月25日(金）
2020年 2月23日（日） 12月16日(月）～ 1月24日(金）
※郵送での受付は締切日の前日までとなります。
※ネット受付も行っています。

（金）

10

会 場 ： 新津商工会議所（予定）

19
（火）

10
16

◆東京商工会議所主催
福祉住環境
コーディネーター

会 場 ： 新津健康センター（予定）

第42回 2019年 7月 7日（日） 4月23日（火）～ 5月24日（金）
第43回 2019年11月24日（日） 9月20日（火）～ 10月22日（金）

２級 6,480円
３級 4,320円

福祉住環境コーディネーター検定のお問い合せ、お申込みは東京商工会議所検定センターへ。
電話03-3989-0777またはインターネットhttp://www.kentei.org/
※珠算能力検定・簿記検定・福祉住環境コーディネーター検定については、消費税の改定に伴い、受験料は
改定される予定です。

■イベント情報 ※時間や料金などの詳細は各施設にお問い合わせ下さい。(市外局番0250）
★追悼水木しげる ゲゲゲの人生展
《新潟市新津美術館》
☎25-1300 3/23(土)～6/2(日) 当日券：一般 1,100円 大学・高校生500円 中学生以下無料
★雪割草展、金津焼き作陶展、フラワーランドの日
３/10(日)まで
《新津フラワーランド》 3/15(金)～3/17(日) ★押し花・レカンフラワー展、花の妖精展
☎24-8787 3/22(金)～3/24(日) ★春のおもと展
3/23(土)～3/24(日) ★中国奥地「蓮弁蘭」と日本春蘭展
★ボケまつり
３/13(水)まで
★アザレアまつり
《花夢里
（かむり）
にいつ》 ４/３(水)まで
☎21-6633 3/15(金)～4/17(水) ★シャクナゲまつり
★春の寄せ植え・花壇苗まつり
６/９(日)まで
★特別展示 洋ラン展 ※要入館料
３/10(日)まで
《新潟県立植物園》
3/16(土)・3/17(日) ★サンクスフェスタ ※観賞温室入館無料
☎24-6465
★企画展示 にいがたの花「チューリップ」 ※要入館料
３/24(日)まで
★施設利用見学会 10:00～16:00
《新潟市秋葉区文化会館》
（日）
☎25-3301 3/19(火)・4/14
※見学無料・ご予約不要
★新収蔵品展
３/11(月)まで
《新潟市新津鉄道資料館》 3/23(土)～３/24(日) ★鉄道模型走行会
☎24-5700
★実物車両車内・運転席公開 ※客室公開：10:00～15:30
３/24(日)
運転席公開：10:00～11:30/13:00～15:30
★石斧作りの縄文村－六反田南と長者ヶ原－ 講師：岡村道雄氏
《新潟県埋蔵文化財センター》 ３/17(日)
13:30～15:30（受付13:00から、申込不要、参加費無料）
☎25-3981
★縄文の造形美－六反田南遺跡と火焔型土器
３/24(日)まで

新潟市秋葉区消防署 TEL：0250-22-0175

新津商工会議所のホームページでは、過去の会報紙や会員情報紙もご覧になれます

にいつホットStation
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