ない、メリットを感じら
れないという方、ぜひ一
度弊社でご相談下さい。
また、弊社では若手社
員の育成にも力を入れて
います。電気がなくては
ならない現代、電気工事
士の需要は高まっていま
す。やる気のある方、ベ
テラン社員が丁寧に教え
ます！お気軽にお問い合
わせください。

花と鉄道と石油の秋葉区

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

←

←

平性を確保するため、来
年４月、当社を含む全国
の電力会社で送配電部門
の分社化が行われます。
その準備として、昨年７
月、新津営業所は『新津
電力センター』に変わり
ました。来年４月には送
配電会社である『東北電
力ネットワーク株式会社』
の新津電力センターへと
今度は会社名が変わりま
す。
管轄エリアや業務、お
馴染みの黄色い車や水色
の作業服は変わりなく、
所員一同、「地域の皆さま
に安全かつ安定した電気
をお届けすること」を使
命に取り組んでまいりま
す。

株式会社ｆｏｒｕｍは、
平成 年に設立した電気
工事会社です。
主に電気工事、太陽光
発電工事、蓄電池工事、
床暖房工事等を行ってお
ります。
これまで一般家庭にお
ける太陽光発電の導入は、
太陽光の固定価格買取制
度（ＦＩＴ）が開始され
てから拡大してきました。
しかしこのＦＩＴが終了
す る ２０１９年以降は、
売電価格が大幅に下落す
る見通しです。弊社では、
設計・工事計画から施工
まで自社一括管理し、エ
ネルギーコントロールの
観点からご家庭での電気
の上手な使い方をご提案
します。太陽光を導入し
たけど上手く使いこなせ

夢の少年野球教室が開催
されております。
その影響か今では新潟
県内でプロ野球選手が常
時いるのは新津だけです。
★本間 忠 日(本文理 )
平成 年～ ヤクルト
★横山龍之介 日(本文理 )
平成 年～ 阪神
★高橋 洸 日(本文理 )
平成 年～ 巨人
★笠原祥太朗 医(療福祉大 )
平成 年～ 中日
★鈴木 裕太 日(本文理 )
平成 年～ ヤクルト
今年は鈴木裕太投手の
激励会を予定（新潟市西
区）。
少年野球の子供達に夢
をこれが私の街の活性化
に少しでも貢献できる事
かな？また、自身の若さ
の秘訣か
もしれな
い。

「新潟県信用保証協会」定例相談会
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化
では気付くことのない風
土や文化が垣間見え楽し
んでいます。
もう一つ、大きな変化
の過程にあるのが電気事
業です。
「発電」に続き、「小売」
が
自由化され全ての消費者
が契約先や料金メニュー
を選択できるようになり
ました。
一方、
「発電」と「小売」
の間、電気を送り届ける
役割を担う「送配電」は、
これまで同様電力会社の
送配電部門が行いますが、
自由化により様々な事業
者が利用することになっ
た送配電網の中立性・公

スワローズ二代目指田
宣明と申します。
昭和 年新津本町に開
業。先代は国鉄の職場で
理容師として勤務、当時
の職場はプロ野球国鉄ス
ワローズを運営しており
そのため独立開業の折に
愛着のあるスワローズを
店名にしました。
昭和 年広岡達朗監督
が日本一になった折に球
団に新潟後燕会設立を報
告しキャラクター使用の
許可や選手のサインを依
頼したりと今も連携をし
ております。
本業は理容業ですが、
毎月一回市内の居酒屋に
集合してヤクルトのテレ
ビ応援会を開催しており
ます。
平成元年には長嶋一茂
選手少年野球教室を開催
し、以後新津では毎年プ
ロ野球選手をお呼びして
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（原則毎月第１火曜日の 時～）

まずはご相談ください

“新規会員募集中！”

太陽光発電承ります

変

昨年７月に着任し早１
年が経過しました。私は
札幌市で生まれ育ち、会
社生活のほとんどが宮城
県内でしたので、新潟は
ほぼ初めての地。第一線
事業所勤務も新入社員以
来と、環境が大きく変化
しました。
現在単身赴任中ですが、
自宅に帰らない週末はロー
ドバイクでウロウロ。車

Ａ６，お花や自然・植物
がたくさんあることです！
あとは新津祭りの活気！
Ｑ７，会社のＰＲなどあ
りましたらお書きくださ
い。
Ａ７，弊社は新築からリ
フォームまで幅広く扱っ
ている会社です。また、
最近では中古物件のリノ
ベーション販売、土地の
仲介なども行っておりま
す。様々な場面で皆様の
住まいに関するお悩みを
解決したり、夢を叶える
会社です。
社長の鈴木敬俊さんから
一言
当社初の女性社員です
が、男社会の雰囲気にの
まれることなく、明るく
伸び伸びと仕事に励んで
います。接客もしっかり
していますので、将来は
セールスエンジニアを目
指してもらいたいと思い
ます。



鈴木沙千さん 鈴木新平さん
Ｑ４，仕事が終わった後
や、休日は何をされて過
ごしていますか？
Ａ４，仕事が終わった後
は子育てや家事に追われ
ています 笑( 休)日は家族
でお出かけしたり、子供
中心の日々を送っていま
す。
Ｑ５，これからの夢は何
ですか？
Ａ５，この仕事を通じて
多くの方に「帰りたくな
る家」
「充実した生活」を
ご提供することです！
Ｑ６，新津の好きなとこ
ろはどんなところですか？

←

鈴木 高志

〈鈴木沙千さんへのイン
タビュー〉
Ｑ１，どんな仕事をされ
ている会社ですか？
Ａ１，主に新築、リフォ
ーム住宅の設計・施工管
理をしている会社です。
Ｑ２，どんな仕事を担当
されていますか？
Ａ２，主に内装のプラン
ニングを担当しています。
Ｑ３，この仕事をされて
いて嬉しかったことは？
Ａ３，「スズキ建築事務
所に任せて良かった！」
と お客様にご満足頂けた
時です。

「日本政策金融公庫」定例相談会

10

新津商工会議所 TEL0250-22-0121
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53

新潟市秋葉区車場1丁目24-21
TEL:0250-22-4927
〒
〇

おじゃましました。

●
車場第３幼児公園
加茂信用金庫 大阪屋
新津支店
菓子店
●
●
新津郵便局

今回は

●
西光寺

株式会社 ｆｏｒｕｍ
第四銀行 ●
新津支店

●
北越銀行
新津中央支店

←
新潟市秋葉区新津本町２丁目3-16
TEL:0250-22-1876
予約メール
swa-1876@i.softbank.jp
営業時間等：9:00～18:00
http://www.swallows1876.com/

新潟縣信用組合
新津支店 ●

カットハウス、スワローズ ← カットハウス、スワローズ

東北電力㈱
新津電力センター 所長

有限会社スズキ建築事務所 さんに

株式会社forum

電気工事・太陽光発電のことなら
加藤茶舗
●
イザワ
靴店 ●

街の活性化に何が出来るか？

事業所所在地
新潟市秋葉区新津本町4-8-17
TEL:0250-22-2242

（原則毎月第２火曜日 時～）
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