までの努力が形となる年
だそうです。前の丙申年
白書に「もはや戦後では

本一を誇った新津油田な

山遺跡、かつて産油量日

は丙申（ひのえさる）で

ところで、今年の干支
形となって飛翔の年とな

て、先人や皆様の努力が

会議所会員の皆様にとっ

●大坂医院

具合は一人一人違うもの。

お車でお越しの方は第
１、２駐車場（８台）を
ご利用いただけます。
皆様のお役にたてます
様施術してまいりますの
で、今後とも宜しくお願
い申し上げます。

がりの違いを実感して頂
けるはずです！ダメージ
レスでまとまるスタイル
を実現します♪
また、「今の髪型に物
足りなさを感じている」
「スタイルチェンジをし
たい」なんて方も是非い
らしてください！あなた

営業時間 8：00～17：00 （日曜除く)

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

リレー随想
画面の案内に従って金額
ない。」と記載された神

などが作成できます。ま
どの歴史的遺産があり、

当たって、国税電子申告
す。丙申を樹木の成長に
りますよう祈念申し上げ

はじめまして、秋葉区
新町の坂爪整骨院です。
当地に開院しおかげさま
で 年を迎えました、皆
様ありがとうございます。
当整骨院は、骨折、脱
臼、捻挫、打撲、挫傷に
対しての施術を行い、前
記は療養費支給申請取り
扱い（各種保険対応）と
なっております。前記以
外でも身体の痛み、不調
等でお悩みの方には症状
に応じた的確な施術を行
っております。（保険適
応外施術）
受付時間は、〈午前〉
月曜～土曜 ８
…時 分～
時 分、〈午後〉月曜
～金曜 …時 分～ 時
です 。日曜、祝日はお休
みです。また休日、夜間
の急患も随時対応してお
ります。
30

扉を開けると白と茶色
ベースの洗練空間と観葉
植物 『
…ｍｉｓｔＨＡＩ
Ｒ』はまるでリゾートに
訪れたような気分が味わ
えるプライベートサロン
です。
髪質や骨格、ダメージ

19

当店ではお客様一人一人
の骨格や髪質を的確に見

の魅力を今よりもっと惹
き立てるスタイルをご提
案致します！休日に落ち
着ける空間で優雅なサロ

ンタイムを過ごしてみて
はいかがでしょうか。

新 津 清 掃 社
ﾜｰｸｱﾎﾞﾘｰ新津

である１９５６年は経済
等を入力すると、所得金

た、作成したデータは、
また、鉄道のまち新津の

・納税システム（ｅ Ｔ
―
ａｘ）や国税庁ホームペ
例えると、丙は形が明ら
ますとともに、ＩＣＴを

至新津→

30

極めてカットを行うこと
はもちろん、カラー剤や
トリートメント等とこと
んお客様に合わせて施術
致します。なりたいヘア

小口営業所／新潟市秋葉区小口４１５番地１

ＩＣＴを活用した
確定申告を
武景気の時期です。

ｅ Ｔ
―ａｘを利用して送
信できるほか、印刷して
鉄道網は、鳥が羽を広げ

新津には、太古の八幡

額や税額が自動計算され、

郵送等で提出できますの
羽ばたいているように見

確定申告書や収支内訳書

得税及び復興特別所得税
で 、是非、ご活用くださ
えます。今年が新津商工

ージ「確定申告書等作成
かになってくる頃を、申

日から所

の確定申告が始まります。

い。

今年も２月

税務署では、確定申告に

コーナー」の活用を推進
活用した確定申告にご協

国道４０３号線

50

スタイルを実現する上で
重要なヘアコンディショ
ンを整えることから丁寧

○ 最高２０口まで加入できますが、所得額
(年収の1/12)が月額の限度となります。

12

に行っておりますので、
ダメージが気になる方は
是非ご相談下さい。仕上

時より定例相談会を開催しています。

<１口の月額補償例>
満 19才 9.75万円 満 44才 3.09万円
24才 6.69
54才 2.07
34才 4.80
64才 1.56

0250-23-1401

☎

社／新潟市秋葉区川口字乙５８０番地２３

本

○ １口月額５００円の掛金で最高１年間の所得を
補償する制度です。

は果実が固まっていく状

20

(有)
(有)

○ 掛金が安く、剰余金は組合員に還元 (平成19年
度10％）されます。

しております。特に確定

80

各種廃棄物の収集処理 浄化槽維持管理 解体工事 草刈 害虫駆除

に加入しましょう

力をお願い申し上げます。

10

廃棄物の適正処理やリサイクル水環境整備で皆様のお役に立ちます

所得補償共済

態を表し、丙申年はこれ

47

14

「新潟県信用保証協会」定例相談会

不用品･廃棄物の処理ならお任せ下さい！！

病気やケガに備える

申告書等作成コーナーは、

たことはありますか？
「修業中に、カットが終
わってお客様が急に怒り
出して帰ってしまったこ
とがあります。カットが
気に入らなかったからで
す。今でも思い出すと身
が引き締まりますね。常
に心に刻んでお客様と接
しています。」
④今の若い人に伝えたい
ことは何ですか？
「数十年前、新津には理
容店が 数店有りました
が、今は 店に減ってい
ます。私が理容学校に入
学した時は１８０名以上
の入学者がいました。競
争率も２倍ぐらいありま
したよ。ですが今は ～
名しか入学者がいませ
ん。若い人がこの業界に
魅力を感じて、１人でも
１店舗でも多く理容店舗
が増えることを願ってい
ます。」

ｍｉｓｔ ＨＡＩＲ
新潟市秋葉区みそら野1-4-19
TEL：0800-100-3310

● 井上内科

高津 勝



の職種の向上、発展に寄
与した人を表彰）を過去
に受賞されています。
①お店の歴史を教えて下
さい。
「昭和 年５月に開業し
ました。同年 月に結婚
し、現在も２人で頑張っ
ています。開業時は調髪
料７００円でしたが、年
々売上も多くなり沢山の
お客様に来店いただき、
商売もおもしろく楽しい
時代でした。 ｣
②この仕事をする上で、
心掛けていることは何で
すか？
「私達の仕事は商品を買
ってもらってお金を頂く
のとは違って、１時間以
上、１対１でのお客様と
のお付き合いになります
し、鋏やカミソリを使用
するため、安心感や信頼
感が一番大切だと思って
います。」
③この仕事をして苦労し

●
おぎかわ歯科

新津税務署 署長

新潟市秋葉区山谷町1-11-3
ＴＥＬ：0250-23-3845

30

毎月第１火曜日の午前

新潟県火災共済協同組合

補償先

関口 公さん（69歳)

坂爪整骨院
にいつ
フード
●

16

ヘアーサロン セキグチ

新潟市秋葉区新町1-8-36
TEL：0250-22-0062
http://www.sakatsume-medical.com/
E-mail info@sakatsume-medical.com
セーブオン
●

ｍｉｓｔ ＨＡ ＩＲ

へ

新津商工会議所

◎ お申込は

新津の匠たち
30

理容業を営む関口公さ
んは、新潟市の技能功労
者表彰（同一職種の技能
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

60

「日本政策金融公庫」定例相談会

30

毎月定例相談会を開催します。

10

スポット記事 第10回

2016.2.2 (2)
会員紹介コーナー

にいつホットStation
vol.779

