伊藤 次郎さん(67歳)
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リーニング、お直しして
リユースさせて頂きます。
（状態や、古いモデルの
場合、買取り出来ないこ
ともございます）
〈新品の取り扱い開始〉
学ラン・ズボンセットで
１９，８００円～
単
※品のご注文お受けし
ます。
〈体育祭の衣装お作りし
ます〉 １点１，０００円～
テレビや新聞にも取り
上げて頂きました。
信頼あるお店を目指し
ています。母子家庭・父
子家庭の方には３年間、
無料または半額にてレン
タル致します。
当
※店はママによるママ
の為のリサイクルショッ
プです。申し訳ございま
せんが男性のお客様は身
分証をご
提示の上
、着用さ
れる方と
一緒にご
来店く だ
さい。
〈サマー
セール開
催中〉

時より定例相談会を開催しています。

●勤務地 : 秋葉区善道町 ●時 給 :1250 円
●勤 務 :8:30 ～ 16:00 ／週 2 日（日曜定休）

花とみどりと
鉄道と石油の秋葉区

“新規会員募集中！”

会
※員様限定）お問い合せは新津商工会議所へ
秋葉区本町、一・六市
が行われる場所すぐ目の
前に、県内初 他にはな
い『学生服専門 リサイ
クルショップ』をやって
おります、フロッギーで
す。
当店は〝まだ着られる、
まだ使えるのにもったい
ない 〟
…をテーマに始め
ました。
〈こんな方いらっしゃい
ませんか？〉
●丈が短くなってきた 、
…
●兄弟が卒業したから次
に着る子がいない 、
…で
も捨てるのはもったいな
い 、
…●洗い替え用にも
う一着欲しいな～、●お
下がりが欲しいけどお返
しが面倒 、
…●そもそも
知り合いが少ない …
☆当店をご利用下さい☆
普通のリサイクルショ
ップでは取り扱いのない
学生服 卒
…業して、始め
こそ取っておいたが何年
もそのまま？
結果、捨てたり譲った
りと皆様手放しているよ
うです。それなら！是非
当店にお譲り下さい！ま
だ使えるものを綺麗にク

現在、
「いい友 ヤフー店」
「いい友 楽天市場店」
「いい友 アマゾン店」
「いい友 きむらや本館 ｣
の、４店舗を運営させて
頂いております。尚、当
社は実店舗を設けており
ませんので、お気に入り
の製品がございましたら、
お手数ですが、当社ネッ
トショップよりご注文を
お願いします。秋葉区の
皆様には、特にサプライ
ズプレゼントを同梱させ
て頂いております。是非
一度当社ネットショップ
を覗いて頂ければ幸いで
す。当店のお客様は、北
海道から沖縄まで、本当
にいい方ばかりで、お知
り合いを紹介して頂ける
ことも多く。
誠に 感
…謝、感謝の毎
日でございます。

毎月第１火曜日の午前

TEL: 25－3890

募集！

デイサービス看護職員

に｢いつホットステーション」広告募集中！（

（㈲羽入）

新潟市秋葉区浦興野343-1
ＴＥＬ:0250－22－8315

居宅介護支援､デイサービス
デイサービス(曽根歯科医院1階)
デイサービス､ホームヘルパー､高齢者専用住宅

下興野町
善 道 町
美 幸 町

羽入 由介

リレー随想

力商品は、「そば打ち道
具」 餅｢つき道具」など、
趣味のお道具、季節行事
のお道具販売です。総て
のセット製品は、お客様
の声を取り入れた当社オ
リジナル商品でございま
す。この 年で、「そば
打ちセット」の種類だけ
でも１３０種類（全て、
即納可能）を超えました。

!!

「新潟県信用保証協会」定例相談会
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豊かに生きる

学生服専門リサイクルショップ

私は、 歳で脱サラ、
家内と共に個人事業を開
始致しました。一昨年に
は次男も経営に参加、昨
年６月には法人化と、本
年は、非常に良い形で
年目という節目を迎える
事ができました。商い形
態は、ネットショップ運
営販売でございます。主
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分かります。豊かな生活
を得る為に、皆必死にな
って働いています。
反面、新津に戻り、ゆ
っくりと、素朴でも美味
しい食事をとったりして
いると、何か釈然としな
い思いも湧き上がってき
ます。所得が少し低くと
も、海や山の自然の恩恵
を間近に受ける生活、多
少の不便さが伴えども、
時間がたっぷり使える生
活、どうもそちらの方が
豊かに思えてしまうので
す 。是非はありませんが。
２０３０年には東京経
済圏の人口は３５００万
人以上となるらしい。世
の中の流れでありましょ
うか。

｣

新潟市秋葉区新津本町1丁目3-24
USNビル1F
TEL:080-9265-3896
新潟市秋葉区新津本町2丁目6-15
TEL：0250-22-0573
FAX：0250-24-4813

す。もう人が入る隙間な
ど皆無と思われる車内に、
無理矢理押し込められる
のに慣れません。息苦し
く、暑苦しく、時には足
を踏まれ、それでも、長
時間立ちっぱなしという
状態に全く堪えられない
のです。私の倍以上かけ
て通勤しておられる方に
は頭が下がる思いです。
早朝から深夜に及び混
雑が続きます。大したも
のです。さすが東京です。
ほぼ休むことなく、交通、
医療、教育、買物、食事、
娯楽等々、人が欲するも
のが、提供されています。
日本経済の繁栄を享受し
ております。多くの人が
憧れ集まっている理由も

ー（料金の安いお店）が
秋葉区にも７～８店舗あ
り、手軽に散髪を済ませ
ることができますが、そ
ういったお店とはまた違
う技術があることをお客
様に知ってもらいたいで
す。」
③この仕事をして苦労し
たことはありますか？
「技術を売る仕事ですし、
色々なお客様がいる中で
常に１対１で接している
ので、お客様に満足して
いただけるか気を遣いま
すね。」
④今の若い人に伝えたい
ことは何ですか？
「インターネット、スマ
ートフォン等を利用して、
積極的に宣伝してほしい
です。
また、土・日曜日はほ
とんど長男の予約のお客
様で満員になり、それ以
上はお断りすることがあ
ります。続けてお断りす
ると来店を断念されてし

まう方もいます 。
…早め
のご予約をお願いします。

株式会社オフィス木村 it21

議員

鉄道の街に生まれまし
たが、電車が苦手です。
電車というよりは、満員
電車通勤がどうも苦痛で
あると言った方が正確で
あります。
ここ数年、出張販売の
機会が増えました。関東
方面に赴くことが多いの
ですが、その際の宿泊先
は、概ね大学生の娘、兼
出張の為に借りたアパー
トです。通勤時間は短く
とも 分以上、長いと１
時間半はゆうにかかりま

髪家いとう



一職種の技能者として
年以上の経験を有する市
民で、技能の研磨、後進
の育成等、その職種の向
上、発展に寄与した人を
表彰）を受賞されていま
す。
①お店の歴史を教えて下
さい。
「昭和初期、初代の祖母
が営業を始め、二代目も
女性で、代々、女性が店
の営業をやってきました。
昔は近くに理容店が無く、
遠い所からのご来店もあ
り忙しいお店だった様で
す。私も昭和 年に来て
初めて男の理容師として
営業を始め、現在のお店
は、長男が東京の修行か
ら帰って来て平成 年に
オープンしました。」
②この仕事をする上で、
心掛けていることは何で
すか？
「お客様からの要望にき
ちっと応えることはもち
ろん、施術後のコミュニ
ケーションも大事にして
います。
昨今は、アウトサイダ

県内初!!
学生服リサイクルショップ
『フロッギー』
52

40

新津の匠たち

理容師の伊藤次郎さん
は、新津理容師会（現在
の新潟県理容生活衛生同
業組合新津支部）の元会
長であり、過去には新潟
市の技能功労者表彰（同

ＦＲＯＧＥＥ

新津から「元気」発送
日本全国送料無料!
「日本政策金融公庫」定例相談会
毎月定例相談会を開催します。
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