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毎月１回発行

が本格的に回復し、内外
に期待と希望の持てる年
になることを心から祈り
たいと思います。
新津地域の経済につい
ては、企業により多少の
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るものと期待しています。

バラツキはあるものの、
依然として厳しさが続い
ております。厳しい状況
の中で、明るい話題は、
新津鉄道資料館のリニュ
ーアルオープンや昨年完
成した秋葉区文化会館、
秋葉区総合体育館であり
ますが、今後の利用状況
によっては活性化に繋が

～ 約２００名が参加 ～

新春賀詞交歓会を開催
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１月 日 午後２時 分から新森ホールにおいて、
各界から約２００名の参加を得て新津商工会議所主催
による新春賀詞交歓会が開催されました。
最初に、古川賢一会頭
から次の挨拶（要旨）が
ありました。
「新年明けましておめで
とうございます。
今年こそは、日本経済

今月号の紙面
・新津地域景況調査

・所得税･消費税申告相談会のお知らせ

・｢にいつ食の陣2014」参加店募集

議会議員からご祝辞があ
り、その後、東京医科歯
科大学名誉教授・藤田紘
一郎様から「健康で元気
な会社づくり」～免疫力
アップで商売繁盛～と題
して記念講演がありまし
た。
講演した藤田紘一郎先
生は、「免疫力を高める
生活のすすめとして、食
物繊維の摂取や腸内細菌
等による菌との上手な共
生による自然治癒力健康
法が重要。」と述べられ
ました。

価の上昇等少し変化の兆
しもあるので、今年は期
待しています。
地域経済は、先行き不
透明のところがあります
が、地域のまちづくりに
向けて各事業所が信用、
信頼、品質の向上等に努
め、貢献していきたいと
思います。
○諸業部会
部会長 前田 正実
平成 年の新春を迎え
謹んでお慶び申し上げま
す。年頭にあたり、皆様
のご健勝とご繁栄を心よ
りお祈り申し上げます。
今年は諸業部会長４年目
を迎えました。部会を実
りある年にしたいと考え
ております。４月から消
費税が８％に引き上げら
れることから、円滑な価
格転嫁と、増税後の反動
減に備え企業の経営基盤
強化に支援を充実させる
必要が有ると思います。
部会長としてその点に重
点を置いて、活気ある、
魅力あるまちづくりに尽
力して行きたいと思いま
す。今後とも、部会の活
動に対して皆様のご理解
ご協力を宜しくお願い致
します。
○金融部会
部会長 高橋 昌夫
足元の新潟県経済は、
永年続いたデフレ脱却に
向け回復の動きがより確
かなものになって来てい
る一方で、消費税率の引
き上げ等の懸念材料もあ
ります。
とは言え、地元経済に
おいても、企業収益の改
善から消費拡大・新たな
投資という、いわゆる
「好循環」の実現に期待
しています。
本年も宜しくお願い申
し上げます。
○観光部会
部会長 横山 英男
経済を取り巻く環境は
回復傾向にあるものの、
未だ厳しい状況にありま
す。観光部会は会員一丸
となり地域の観光振興と
地域活性化のため努力し

部会長の一言
新津商工会議所各部会
長等の皆様から一言、今
年の抱負や意見を述べて
頂きました。
○商業部会
部会長 山田 道夫
昨年以来、アベノミク
スによる景気回復の兆し
がみえはじめましたが、
私共地方においては、い
まだその実感がないとい
うのが現状ではないでし
ょうか。又、４月からの
消費税８％の引き上げに
よる影響が懸念されてお
ります。しかし、今年こ
そは甲午にちなんで会員
の皆様と共に手を携え、
大きく飛躍したいと願っ
ております。今年もご理
解、ご協力宜しくお願い
申し上げます。
○工業部会
部会長 松井 信行
２０２０年の東京オリ
ンピック開催の効果とア
ベノミクスの効果が一段
と顕れてきそうな予感と
その一方で４月から消費
税の税率アップという相
反する事もあり、まだま
だ混沌としていく日本経
済。そんな中で新潟の経
済はまだまだ先の見通し
が立たない状況であると
思います。昨年は燕や柏
崎の商工会議所を訪問し
て、それぞれの地域の現
状やそれを打開する取り
組みなどを伺い、意見交
換などをしてまいりまし
た。今年はわたしたち新
津の経済状況を少しでも
良 くす る た め に 地 産 地 消 、
地元優先ということを徹
底的に押し進めて、「お
互い様」をキーワードと
して少しでも地域が活性
化するよう部会員一同努
力して参ります。昨年同
様ほかの地域の現状を理
解し、閉塞感のある現状
を打開していきたいと思
います。
○建設工業部会
部会長 小川 信義
４月からの消費税率の
引き上げがあり厳しい経
営環境が続きますが、株

て参る所存です。本年も
よろしくお願いいたしま
す。
○交通部会
部会長 原山 博臣
いまだ景気上昇を実感
できないままに、当地域
の交通情勢も依然厳しい
環 境 に あ る と 思わ れ ま す 。
交通部会では二つの研究
会（新交通体系、新物流
体系）を柱に、部会員同
士の情報交換の機会を増
やしていきたいと考えま
す。本年も他部会との連
携を深め、地域交通、地
域 物 流 の 活 性 化を 目 指 し 、
各研究会ともに地域経済
の発展の為、積極的に活
動してまいります。商議
所会員、職員、地域住民
の皆様のご支援を、宜し
くお願い申し上げます。
○ 新津商工会議所 青年部
会長 井浦 伸行
平成 年度は、アベノ
ミクスならぬウラノミク
スの三本の矢（チーム健
太郎・チーム小林・チー
ム冨田）で地元新津によ
り深く、と活動をしてき
ました。平成 年 度 は 新
潟県連の会長が新津より
輩出されますので、地元
新津から新潟県へ発信し
ていきたいと思います。
今年もイベント等で皆
様とお会いする機会が多
いと思いますので、その
際は宜しくお願い致しま
す。
○ 新津商工会議所 女性会
会長 土田美津子
新しい年を迎え、会議
所女性会は今年も向上推
進委員会と事業委員会を
軸とし、会員の皆様のお
力添えを頂きながら活動
して参ります。
また、親会様の恒例事
業に参加し地域活性化に
微力ながら協力させて頂
きます。更に県内女性会
様と親睦を深める交流活
動も考えております。
さて 、 会 議 所 親 会 様 は 、
古川新会頭に代わり、女
性会も新たな気持ちで事
業活動に取り組んで参り
たいと思っております。
本年も宜しくお願い申
し上げます。
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（金）

・新津の匠たち

パーティーでは、山田
道夫副会頭の挨拶の後、
アクサ生命保険㈱新潟支
社長・島田久巳様の乾杯
で懇親会が開催され、前
田正実副会頭の中締めが
行われ盛況裡に終了しま
した。
当日、ご参加頂きまし
た皆様には厚く御礼申し
上げます。
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新潟県新潟市秋葉区新津本町３丁目１番７号

会議所はお役に立ちます！なんでもご相談ください。ただいま会員募集中！
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また、新潟薬科大学の駅
周辺のキャンパス建設の
動きもこれから若者の増
加や、来街者の誘客に繋
がり、広く地域の活性化
が期待されるところです
ので、商工会議所として
も積極的に連携し協力を
していこうと思います。
会員の皆様のお役に立
つ活動はもとより、県や
市に対する政策要望をは
じめ、地域の活性化のた
めの諸活動についても、
これからも引続き会議所
が主導的役割を担って参
りたいと思います。」と
述べられました。
続いて、篠田昭新潟市
長、内山五郎、小林一大
新潟県議会議員、渡辺仁、
栗原学、阿部松雄新潟市

講演をする東京医科歯科大学名誉教授
藤田紘一郎 氏
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