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新春賀詞交歓会を開催
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関係各機関と連携をとり
ながら、会員企業の発展
と地域の活性化に、全力
を投入していきたい」と
新年の決意を述べました。
来賓として、新潟県議
会議員の小林一大氏、小
島晋氏が出席され、新年
を寿ぎながら、会議所へ
の激励を込めた祝辞を賜
りました。

部会長の一言

この頃である。
しかし、少し視点を変
えれば生きる道は幾らで
もあるのではないか？
人間、何人かが寄れば、
必ず誰かの為に何かが出
来るはずである。自分
（自社）にしか出来ない
誰かの為のお役立ち、そ
こには世の為人の為とな
る生きがいと存在価値が
必ずや生まれるはずであ
る。我々はいったい何の
為に経済活動をしている
のか？大義を今一度考え
るべき時ではないだろう
か？
○建設工業部会
部会長 北本 安延
業界は、資材価格の上
昇、熟練技術者の確保難、
官公庁・民間工事の受注
の減少等により、全体的
には先行き不透明ではあ
りますが、各事業所が品
質、信頼の向上等に努め、
活力ある地域のまちづく
りに貢献していきたいと
思います。本年もよろし
くお願い申し上げます。
○諸業部会
部会長 前田 正実
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。
回復期待が強かった去
年ではありましたが、足
踏み状態のまま、新年を
迎える事になりました。
今年は、内外情勢が安
定し新津商店街において
も、景気回復を実感でき
る年になれる事を強く願
っております。今年は４
月からいよいよ新潟薬科
大学新津駅東キャンパス
がオープン致します。こ
の事が新津経済の発展の
起爆剤になると信じてお
ります。
皆様にも大いに期待し
ていただき、新津商工会

議所と共に、頑張って行
き ましょう。
○金融部会
部会長 村山 徳裕
中国の景気減速をはじ
めとした海外の経済情勢
や原油価格、為替相場と
いった指標等に注視を要
する状況が続いています
が、「地方創生」への積
極的な取組み等により、
県内および新津の景気回
復の動きが、より確かな
ものとなるよう期待して
おります。
本年も新津金融団をご
愛顧賜りますよう宜しく
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、
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
て参る所存です。本年も
よろしくお願いいたしま
す。
○ 新津商工会議所 青年部
会長 関口 浩
昨年４月から新津ＹＥ
Ｇでは、近隣ＹＥＧとの
交流や、新潟薬科大学と
の連携を進めてまいりま
した。新潟薬科大学新津
駅東キャンパスが開校す
るにあたり、今年も薬科
大との連携を深めていき
たいと考えております。
○ 新津商工会議所 女性会
会長 土田 美津子
本年も、親会様の恒例
事業に参加協力をさせて
頂きます。
今年は、新津商工会議
所女性会が昭和 年に設
立してから、 年になり
ます。この 周年記念事
業に向けて会員一同力を
合わせ、活動してまいり
たいと考えております。
今年も宜しくお願い申
し上げます。

㈱ウェルケア新津
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・新津地域景況調査

・決算･消費税申告相談会のお知らせ
・｢にいつ食の陣2016」参加店募集

その後、ワクワク系マ
ーケティング実践会の主
宰者である小阪裕司先生
情(報学博士）より、 楽｢
して仕事をして儲かる方
法～業績アップで地域活
性化～」のテーマで記念
講演を行ってもらい、聴
講者は顧客の感性に対す
る働きかけが価値を生む
などの話に集中して聴き
入っていました。
また、懇親パーティー
では、新潟市長篠田昭氏
と市会議員の方々の発声
で杯が上げられ、出席者
はおよそ二時間にわたり
自己紹介や名刺交換など
賑やかさの中で交流の輪
を広げました。中締めに
秋葉区長熊倉淳一氏が登
壇し、全員で当地域の振
興・発展を誓い合いまし
た。
当日、ご出席を頂きま
した皆様には厚く御礼を
申し上げます。
講演をするワクワク系マーケティング実践会の小阪裕司氏

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
昨年は、ＴＰＰ問題を
はじめ、年明け早々の株
価急落、原油価格の続落
等、大変厳しい社会環境
が続いておりますが、我
がまち新津においては、
４月に新潟薬科大学新津
駅東キャンパスのオープ
ンを控え、又、まちの色
々な宝に対しての明るい
環境、風が少しずつ整い
つつあるように思われま
す。
今年は、 申｢ 年｣なので、
全ての悪い状況が「サル ｣
ことを念じ、この一年会
員の皆様が大きく飛躍さ
れます様ご祈念申し上げ
ます。本年も宜しくお願
い申し上げます。
○工業部会
副部会長 吉田 健治
輸出入に携わらない我
々でも、激動する世界情
勢から目が離せない昨今
となって来た。何が起き
るかまったく判らない、
又何が起きても不思議で
ない、誰もが先を見通せ
ない時代の到来である。
グローバル化は時代の流
れとは言え、果たして如
何なものであろうか？
今後ＴＰＰ合意により
自由貿易体制の下、円安
政策も加わり、海外へ打
って出るしか製造業には
生き残る道がないように
も見える。しかし、そこ
は想像を絶する更なる国
際競争の世界である。縮
小均衡もすでに限界に達
し、中小企業が生き残る
道は既に閉ざされてしま
った感すらある。明るい
話題を見つけづらい今日

夜

勤

職

員

◆当組合の審査により、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。
◆ご融資のご相談・お問い合わせは、取扱窓口、営業担当までお気軽にお問い合わせ
ください。

ご相談、お問い合わせはお電話でどうぞ!

●時間:17時～９時 ●時給:750～900円(資格経験等による)
●勤務日:週１回～ ●夜勤手当:4,000円／回

10 万円以上
300 万円以内
最優遇金利2.5％

●時間:６時～８時 ●時給:760円 ●勤務日:週２回～
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高齢者専用賃貸住宅 福寿荘 (美幸町)
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さくらのまち

求人情報

2016 . ２
１月８日 、当所の正副会頭、常議員、会員、来賓
等総勢２００名を超える出席者を得て、新春賀詞交歓
会が開催されました。
古川賢一会頭は、冒頭
が元気になるような取り
の挨拶の中で、「地域経
組みや動きが随所にみら
済の視界は良好とはいえ
れるのは誠に頼もしい限
ないが、商店街をはじめ
り。本年も商工会議所の
活動をより一層充実させ、
各種団体や組織では地域
(金)

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！

新春賀詞交歓会の様子
(左上：篠田市長と市議の方々 左下：熊倉区長)

新潟県新潟市秋葉区新津本町３丁目１番７号

挨拶をする古川会頭
小林県議
小島県議
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