平成30年新規学卒就職者歓迎会
4月6日、燕市及び燕商工会議所、
吉田商工会、分水商工会、日本金属
洋食器(工)、日本金属ハウスウェア
(工)、(協)つばめ物流センターの共
催で新規学卒就職者歓迎会を燕市吉
田産業会館で開催。今春、燕市内の
事業所に就職した新社会人、３4社・
団体122名が参加しました。
式典では南波瑞夫燕市副市長が
「平昌オリンピックで選手が使って
いたスノーボードは燕で作られたも
の。
こうした世界水準の製品を作り、
製品に自ら値段をつけることが出来
るのがこの地域の強み。エンドユー
ザの反応を肌で感じ、実感しながら
仕事をしてください」
と激励。また、

産業界を代表して当所の田野隆夫会
頭は「社会人として感じてもらいた
いのは、家族に感謝すること。そし
て当たり前のことが出来るようにな
ること」とし、
「心に思わなければ
何も実現しない。強く思う人は必ず
達成する。日本、燕市、町を支えて
いくのはあなた方若い人達。強い意
志で頑張ってほしい」とエールを送
りました。
来賓の祝辞、紹介の後、岩手県出
身で藤次郎株式会社に入社された伊
藤闘意さんが新入社員を代表し「新
潟県の印象はお米や日本酒、金属製
品。特に“燕製”というブランドが
非常に高く評価されているように感
じた。今年度からそのような誉れ高
い燕の製品に携わることが出来、大
変うれしく感じている。先輩の方々
から多くを学び、社会に貢献できる
よう誠心誠意努力するとともに、未
だ復興のなされていない岩手県を応
援したい」と力強く謝辞を述べまし
た。
式典終了後にはＮＴＴソルコ＆北
海道テレマート㈱の川崎博子さんを
講師にビジネスマナーセミナーを開

食品衛生法で合成樹脂の
規制が強化されます
をはじめとする日本国内の合成樹脂
食品衛生法が15年ぶりに改正にな
ります。
今回の法改正は食品用器具・ の業界団体ではプラスチック製品の
安全性を高めるために、プラスチッ
容器包装に使用される合成樹脂に関
クの種類別に衛生協議会をつくり、
するものです。従来の添加物や残留
自主基準・規格を定めています。そ
農薬などの規制は使用してはいけな
の基準が今回の法改正で使用可能な
い物質を列挙していましたが、今回
合成樹脂のリストになる可能性が高
の改正によるものは使用できる物質
く、海外製や、業界団体に加入して
を列挙し、それ以外のものは使用で
いないメーカーの合成樹脂は証明す
きなくなります。欧米や中国ではこ
るのが難しい場合もあると予想でき
のような規制をすでに実施してお
ます。
り、日本でも東京オリンピックに向
法 改 正 は 今 年 の 秋 に 公 布 さ れ、
けて法整備をするものです。
2020年の春の施行を目指していると
食品の包装材や、調理器具や食器
のことです。特に合成樹脂の部品が
で食品と接触する部分について、法
ついている調理器具や、食品の包装
改正に合わせて客先から食品衛生法
材や容器を輸入している方は準備が
に整合するか証明を求められる可能
必要です。
性があります。また、欧米や中国へ
の輸出においてはすでに証明を求め （本件担当：燕商工会議所経営支援
課 高野 TEL：63-4116）
られることもあります。
日本プラスチック日用品工業組合

催。社会人としての心構え、仕事の
進め方、挨拶の仕方、電話応対など
をロールプレイングを交えて実践的
に行いました。川崎氏は「注意を受
けた、叱られた、失敗した、クレー
ムを言われた、これらは自分を成長
させるものとして感謝すること。時
間・約束・秘密を守り、傾聴姿勢が
信頼度を上げる」とし、
「現場で実
践してください。21日間意識する
と習慣になる。意識を持続し、目標
を頭の中で思い描き、そして文字に
し、言葉にすることでいずれ自身を

守るものになる。成長した皆様にお
会いすることを楽しみにしていま
す」と締めくくりました。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
（４/16 〜６/29）
実施中のお知らせ
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備の他、入院・介護・
老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力い
ただきますようお願い申しあげます。

【新福祉制度スタート】

☆経営者の未来と
会社の安心のために

（災害保障重点期間設定型定期保険）

ご契約からの一定期間は、災害保障を原因とする死亡保険金を抑える為、
その分保険料が割安です。

※告知項目については、パンフレットでご確認下さい。

商工会議所は、アクサ生命と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、リスク対策な事業承継無し）を共済制度／福祉制度でサポートしています。
●お引き受けには、所定の条件があります。本商品をご検討の際には、重要事項説明書、
（契約概要・注意
喚起情報・その他重要事項のお知らせ）
「契約のしおり、約款」を必ずご覧ください。

アクサ生命保険株式会社 新潟支社 燕営業所
〒959-1289 燕市東太田 6856 燕商工会議所会館 2 階
TEL 0256-63-4969

事務効率化の役立つ 事務から手作業をなくす

Excel VBA Excel VBA
基礎講習会 実践講習会
日時

幹事さん、お任せください

5名様より50名様くらいまで

4,000円コース（オール込み）
◎飲み放題コース（2時間） 5,000円コース（オール込み）
いさみ

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

5月26日

10:00〜17:00

日時

6月16日

10:00〜17:00

定員

20名 Excelの基本操作や

定員

20名 ExcelのVBAの基礎知識を

締切

5月18日（金）

締切

6月8日（金）

会場

燕三条地場産センター リサーチコア6F
情報研修室

参加料
講師

関数のできる方を対象とします

習得されている方を対象とします

各日共5,000円（パソコン使用料として当日徴収いたします）
ITサポーターTsuchida代表

土田

お申込み
お問い合わせ先

均

Excelで知らないことは何もない

E-Mail support@its-tsuchida.com
TEL 090-1777-6257（平日9：00〜17：00）
URL www.its-tsuchida.com/

社会保険労務士

まつかわ事務所

燕商工会議所

総務課

−連絡先− ０２５６−６３−４１１６

つばめ会議所ニュース
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◆営業利益＝専従者給与・貸倒引当金等を引く前の金額

製 造 業242事 業 所 の 平 均 売 上 は、
前年に比べ0.1ポイント増加するも、
平均営業利益は3.4ポイントの減少。
材料費の高騰や外注先の廃業等によ
る採算性の低下が原因。その他、人
手不足に悩んでいる事業所も多く、
労働力の確保が課題。設備の自動化
にも取り組んでいる。業界全体では
緩やかな回復傾向にある。
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◆業種別営業利益の比較◆
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全体的に緩やかな回復傾向にある
が、非製造業の環境は特に厳しい。
消費者の節約志向の変化、もしくは
＝問い合
創意工夫や知恵が価値を生み出すビ 燕市役所市民
0256ジネスモデルを作り上げることが不
可欠。
製造業の環境においては、
年々
改善されつつあるものの、
「人手不
足」
「外注先の確保」という大きな
課題が残る。

造

◆業種別売上高の比較◆

単位：万円

サービス業55事業所の平均売上
は、前年に比べ1.9ポイントの減少、
平均営業利益は9.1ポイントの減少
となった。根強く残る消費者の節約
志向により、採算性の低い安価な商
品の取り扱いの増加が原因。有資格
者も前年の半数近くに減り、厳しい
状況が続く。
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◆平成29年売上高の動向（前年比）◆
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◆有資格者＝所得税が課税された事業者
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卸売業９事業所の平均売上は、3.5
ポイント減少するも、平均営業利益
は11.6ポイントの増加。消費者の節
約志向の影響で、全体の動きは鈍い

建設業19事業所の平均売上は、公
共事業の件数が例年より少なかった
ため、3.2ポイントの減少となった
が、民間工事のリフォーム件数が非
常に多く、また収益性の高い関東方
面からの受注も好調であったため、
平均営業利益は7.3ポイントの増加
であった。
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月
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４ 建設業
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産業財産権窓口相談日

小売業54事業所の平均売上は、い
まだ続く消費者の節約志向により、
前年に比べ3.5ポイントの減少、平
均営業利益は16.7ポイントの減少と
なっている。商品の宅配サービスや
ポイントカード等、同業他社との差
別化に取り組んでいるものの、大手
スーパーやホームセンターの新規出
店が続いており、小規模小売業の経
営環境は依然厳しい。

ながらも、安価な雑貨類は堅調に推
移している。価格競争には参加せず
高級品にシフトする動きも一部でみ
られる。

30

燕市役所会議室101

１ 製造業

毎週水曜日・午後７時 分まで

県内景気は徐々に回復しつつあり、先行きについても、個人消費の回復などが期待されている。ただし、引き続き海外経済の動向や、
人手不足に伴う企業活動への影響は注視する必要がある。地場においては、製造業を中心に受注、売上は増加傾向だが、外食産業の低迷
により厨房用品の需要が減ると同時に、個人商品の伸び悩みにより日用品の需要が低迷している。当所の指導先は主にこれらの地場産業
に携わる者が多く、また、高齢化により売り上げや収益が伸び悩んでいる。
記帳継続指導事業所の売上は、全体で前年に比べ1.0％の減少、営業利益は4.9%の減少となった。有資格者割合は、全体の41.6%
であり、前年に比べ3.2ポイントの減少。

日曜窓口

要】

30

分〜正午まで

【概

毎月第２日曜日・午前８時

経営実績状況報告書

燕商工会議所では、小規模企業経営改善普及事業の一環として、
記帳継続指導を積極的に実施、小規模事業者に対し記帳を通じて経
営指導を行っている。この度、記帳継続指導先事業所382（製造
業＝242事業所、小売業＝54事業所、卸売業＝9事業所、建設業
＝19事業所、サービス業＝55事業所、その他=3事業所）の経営
実績がまとまり、その内容について分析を行った。
（注：飲食業は
小売業に分類）

※燕・分水サービスコーナーでは︑窓口延長・日曜窓口業務は行っておりません︒

記帳継続指導事業所

平成30年5月15日発行
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■第三者に事業
と考えてい
■廃番になると
製造してい
■地場産業に不
設備を有し
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窓口延長
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県央地区就職ガイダンス
2019

香港ハウスウェアフェアを
視察
日本金属ハウスウェア工業組合
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午︒
６月は午あ
ま〜せ

巻公共職業安定所管内雇用協議会
（中野信男会長）では、ハローワー
ク三条・ハローワーク巻等との共催
により、４月18日、メッセピア１階
合わせ＝
市民課窓口係
多目的ホールを会場に「県央地区就
-77-8125
職ガイダンス2019」
を開催しました。
（直通）
就職ガイダンスは来年３月卒業の
相 談
大学生等や既卒３年以内の方を対象
6
／
にしたガイダンスで、今年は昨年よ
7
木）
り15社・団体少ない60社・団体が参
加。学生等の参加は昨年よりも22名
10

第434号（3）

少ない50名と、企業の数よりも学生
等の数の方が下回ってしまう結果と
なりました。
また巻公共職業安定所管内雇用協
議会ではハローワーク巻の協力によ
り来年の高校卒業予定者の採用を検
討されている事業所向けに求人申込
み説明会並びに企業と高等学校との
意見交換会（名刺交換会）を５月17
日（木）に燕市吉田産業会館を会場
に開催します。

工場蚤の市

日本金属ハウスウェア工業組合
（池田弘理事長）は４月19日～ 22日
まで香港ハウスウェアフェアを視察
しました。同フェアは香港コンベン
ションアンドイキシビションセン
ターを会場に中国、インド、インド
ネシア、韓国、マカオ、フィリピン、
台湾、トルコ、ベトナムなど37か国
から約2,200社の企業が出展。日本
からは下村工業、シンドー、貝印刃
物などが出展していました。
視察団が注目したのは表面処理の
多様さです。カトラリーや魔法瓶に
塗装やPVDの手法を使った極彩色

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

談会

の

案内

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
日㈭

14

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

6

４月14日～ 15日と三条ものづく
り学校で「工場蚤の市」が開催され
ました。燕三条地域の工場など100
社がワークショップやマーケット
（展示即売）に参加しました。マー
ケット会場には廃番になったデッド

午後
時

１

分〜午後４時

30

業を譲りたい
いる方
と困る商品を
いる方
不可欠な技術や
している方

課（63-4116）
ください

台湾ビジネスセミナー
日本にとって台湾は第４位の貿易相手であり、
台湾にとっても日本は外国企業投資額累計
で第１位の相手国であるなど、
ビジネス面で深い関係を築いています。
本セミナーでは日台
貿易関係に触れ、製造分野での台湾企業とのビジネスにおける成功のポイントや第三国市場
における日台協力（産業連携）
の可能性、
さらには日台協力におけるサポートについて紹介さ
せてもらいます。今後台湾とのビジネスをお考えの方、
既に取り組まれている方にも参考にな
る内容です。台湾ビジネスにご関心のある方、
本セミナーへのご参加お待ちしております。
日時

午後1時30分〜午後4時30分
5月17日㈭ （午後1時受付開始）

場】 燕三条地場産業振興センター リサーチコア 6階 研修室3 参加費
（新潟県三条市須頃1-17）
無料
【定 員】 40名 (先着順 事前申込みが必要です。)
【締 切】 5月15日（火）
【申し込み】ジェトロ新潟ウェブサイト（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/niigata/）
より手続きいただくか、以下の申込書に記入の上、地場産センターまでお申込みください。
【主 催】 燕三条地場産業振興センター、
ジェトロ新潟
【共 催】 日本台湾交流協会、三条商工会議所、燕商工会議所、燕三条貿易振興会
【会

プログラム

13：30 〜 14：30
講演１ 「日本の中小企業のための台湾とのビジネス協力の可能性について」
野村総合研究所 コンサルティング事業本部
GPGインフラ担当部長 田崎 嘉邦氏
14：30 〜 14：45
講演２ 「台湾企業とのビジネスにおける成功のポイント」
燕三条地場産業振興センター 海外展開戦略委員 根橋 玲子氏
15：00 〜 15：50
講演３ 「日台企業連携による第三国市場開拓の可能性〜 ASEAN市場開拓のヒント〜」
三菱総合研究所 海外事業本部兼経営戦略グループ 主席研究員 河村 憲子氏
15：50 〜 16：00
事業紹介 「ジェトロRIT事業（燕三条地域―台湾）これからの国際アライアンス」
燕三条地場産業振興センター 海外販路支援部長 山田 尚史
16：00 〜 16：05
事業紹介 「日本台湾交流協会からの事業ご紹介」 日本台湾交流協会
16：05 〜 16：30
個別相談＆ネットワーキング
【申込・問い合わせ】
燕三条地場産業振興センター海外販路支援部 海外販路支援課 担当：武藤/山田宛て
TEL：0256-32-5806 FAX：0256-32-5701 e-mail：global@tsjiba.or.jp

平成31年 新規高等学校卒業予定者

3月 企業説明会のご案内
巻公共職業安定所管内雇用協議会／ハローワーク巻

来春高等学校を卒業する生徒及び学校進路指導担当者を対象に求人説明会を開催
します。
若さあふれる人材をあなたの会社で育ててみませんか!
日時 ■

7月19日（木）

午後1時30分〜4時

会場 ■ 燕三条地場産産業振興センター（メッセピア）
１階 多目的大ホール（三条市須頃1-17）
内容 ■ 貴社ブースにて、
来場する生徒へ求人内容等についての説明をお願いします。
※人事担当のほか、
作業工程などをご説明いただける現場社員や高校生が
身近に感じられる入社後数年の若手社員の方などのご出席についても
ご配慮をお願いします。
申込方法等 ■ 6月1日（金）から6月11日（月）までにハローワーク巻へお申込み
ください。
※参加決定は先着順ではありません
※高卒求人申込みが参加条件となります。
内容の詳細にかかるお問い合わせは、
巻公共職業安定所

求人・学卒部門

岡部・吉澤

ＴＥＬ
（0256）72-3155（代表）

女子会トーク参加者募集！
職場における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進に向け、同じ立場、
同じ環境の方同士のフリートーク会を開催します。

とき・グループ

事業承継
事業

ストックや廃材を利用したアップサ
イクル品などが並び掘り出し物を探
す来場者であふれていました。
また、北欧の麦わら装飾「ヒンメ
リ」を金属製のパイプに置き換え
制作する体験コーナーや、溶接パ
フォーマンスなど40を超えるワーク
ショップが親子連れに人気を博して
いました。カレーなどのキッチン
カーも出店しており、お昼には売れ
切れになる盛況ぶりでした。２日間
で昨年を大きく上回るのべ7,787名
の来場者がありました。

の商品がブースを飾っていました。
今回の視察の目的は10月の「香港
メガショー」
への出展の下見であり、
視察団は真剣に各ブースを回り、話
を聞いていました。また、いい商品
を見つけると輸入を視野に価格や最
小ロットなど取引条件など熱心に聞
いていました。
また、警察の宿舎をリノベーショ
ンしたアーチストやクリエーターが
出展している商業施設PMQに、つ
ばさ税理士法人が集めた燕三条の
商品を現地のパートナー企業が展
示 販 売 し て い る「ARTS & Crafts
Studio」を訪れ
ました。自分た
ちの商品がきれ
い に 陳 列 さ れ、
香港で好評を得
ていることを知
り、視察団は驚
きと香港での可
能性を感じてい
ました。

①6月12日（火） ②7月11日（水） ③8月7日（火）
リーダー
（幹部）
社員グループ

午前10時〜11時30分

介護中社員グループ
（介護に不安がある方含む） 午後2時〜3時30分

①6月13日（水） ②7月12日（木） ③8月8日（水）
若手社員グループ
（入社3〜7年の方）
子育て中社員グループ

午前10時〜11時30分
午後2時〜3時30分

●と こ ろ 燕市役所４階スカイラウンジ
●対
象 市内在勤で全3回出席可能な女性
●定
員 各グループ5名程度
●申込期限 ５月１日（火）〜25日（金）
●申込方法 電話または電子メール
●申込・問合せ 燕市役所地域振興課地域振興係
☎0256・77・8361（直通）／電子メールchiiki@city.tsubame.lg.jp

広告掲載募集
燕市全域25,000部発行 日報・読売・朝日・毎日・日経に毎月15日折込

（土･日･祝の場合翌日）

◆１コマサイズ 39×79㎜
会員様限定
◆掲載料 7,200円／月
◆年間契約での一括払いの場合 70,000円／年
■お問い合わせ･お申込み

燕商工会議所総務課まで
TEL63-4116

燕商工会議所 〒959-1289 燕市東太田6856
建設業部会

TEL 0256-63-4116 FXA0256-63-8705

つばめ会議所ニュース

（4）第434号

青年部だより
会員数110名（5月2日現在）

平成30年5月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

グループウェアＡＴ勉強会

燕商工会議所青年部は、若手経営者として
の資質向上を目指し、様々な企画・セミナー・
視察等の企画運営を通じて、自己研鑽に努め
ています。若手経営者としての悩みや相談を
共有できる仲間作りの場として、仕事の情報
やつながりを得る場として活用されていま
す。
満20歳～ 45歳の商工業等に従事する若手
経営者ならびに後継者であれば入会が可能で
す！詳細は事務局（TEL：63-4116）までお
気軽にお問合せください！

燕商工会議所青年部（齋藤隆範会長）では、
４月17日に４月例会を開催しました。青年部専
用のグループウェアであるＡＴについて、講師
に新発田商工会議所青年部の富永哲臣氏をお招
きし、勉強会を開催しました。富永氏は日本商
工会議所青年部で副会長を務めた方で、ＡＴの
利活用を良く知る方です。参加者からは「今ま
であまり利用していなかったので、これからは
積極的に活用していきたい。他のメンバーにも
広く周知していきたい」と話しました。

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！
燕商工会議所メイド・イン・ツバメ認定委員会では、会員の皆様から
申請された商品を審査し、
「メイド・イン・ツバメ」
として認定しています。
商品は随時募集しております。
輸入品との差別化やブランド力のアップ、
燕製品のPR等にお役立て下さい。
（2018/4/24認定）
商

品

名

申請者

コーヒーの時間
ウッドドリップポット1.2ℓ

㈲片力商事

シンクダストコーナーボックス

若林工業㈲

会議所の動き
5月 18日㈮
22日㈫
23日㈬
24日㈭
25日㈮
28日㈪

認証日

6月
2018/4/24

2日㈯
4日㈪
5日㈫
8日㈮
10日㈰
14日㈭

（5月中旬〜 6月）

にいがた県央金型協同組合 通常総会・懇親会
燕市国際交流協会役員会／市民の会・理事会
平成30年度燕西蒲間税会定期総会
県央食品衛生協会燕支部平成30年度通常総会・懇親会
県央食品衛生協会 平成30年度通常総会・表彰式典
知的産業財産権相談会／青年部  通常総会
第2回メイドインツバメ認定委員会
ハウス組合  第54回通常総会
第10回会頭杯ゴルフ大会
巻税務署管内税務協力団体協議会定時総会
巻税務署管内納税貯蓄組合連合会定時総会
第2回首都圏等人材交流特別委員会
磨き屋シンジケート総会
第149回簿記検定試験（１〜３級）
法律相談会

No.83

悩ましき仕事
コーヒーの時間

ウッドドリップポット1,2ℓ

シンクダストコーナーボックス

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は5月28
日（月）です。認定ご希望の場合、1営業日前（5月25日（金）
）ま
でに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課 0256-63-4116

【加工技術系】県外展示会共同出展のご案内
燕商工会議所では、工業系会員の県外受注機会創出を目的に、下記展示会
での共同出展を企画しています。

■テクニカルショウヨコハマ２０１８
展示会
日程
展示
会場

平成31年2月6日（水）〜

8日(金)

パシフィコヨコハマ

■メッセナゴヤ２０１８
展示会
日程
展示
会場

平成30年11月7日（水）〜

10日（土）

ポートメッセなごや

いずれも、加工技術分野での出展となります。県外での販路拡大のきっ
かけに、共同出展を是非ご利用ください。共同出展の詳細及び出展募集
は、５月中にFAX及び会議所ホームページにて公開予定としております。
本件担当：燕商工会議所

経営支援課（柿原、井畑）

※このコーナは燕市民や企業に勤め
る従業員の皆さんから健康や医療へ
の意識をより高めてもらうことを目
的に燕市医師会（甲田豊会長）のご
協力によりお届けしています。

承認欲求は様々な形で達成されま
す。中には、殺人を犯すことで自分
を世に認めさせたい、などと歪んだ
欲望を持つ人もいます。しかし大抵
の人は、家族内や職場で「自分が意
味ある存在であることを認めて欲し
い」という承認欲求を満足させたい
と思うはずです。大家族制や地域の
結びつきがゆるんできている現在、
ますます仕事の意義は高まっている
ように思われます。
その仕事ですが、必ずしも楽しい
とか楽なものばかりではありません。
むしろ単純な作業の繰り返しとか、
人に対する気遣いが大変な仕事が多
いのではないでしょうか。そんな仕
事で、どのようにして自分らしく働
くか、ということが問われるのかも
知れません。またそこにこそ、自分
の創造性の発揮しどころがあるとも
言えます。
もちろん、雇う側にも配慮が欲し
いところです。被雇用者の努力を認
めるような仕組み、あるいは被雇用
者が自分たちで工夫できる余地をつ
くり、やりがいがある職場作りをす
ることは、職場の活性化にも役立つ
と思われます。

仕事や職場での悩みを抱えてクリ
ニックを訪れる人は多くいます。今
回は、多くの人にとって悩ましき問
題である仕事について考えてみます。
仕事の一番の目的はお金を得るこ
とでしょう。今の世の中、やはり金
がなくては生きていけません。では、
金が沢山手に入れば仕事を辞めるで
しょうか？よく引き合いに出される
問いですが、あなたはもし宝くじで
１億円を当てたら、どうしますか？
仕事を続けるでしょうか？
多くの人は、何らかの形で仕事を
続けると答えるでしょう。それは、
もっと金が欲しいからではなく、今
やっている仕事が、自分に生きる意
味や居場所を与えてくれているから
ではないでしょうか。
全ての人は、自分の存在を他人に
認めて欲しいという「承認欲求」を
持っています。おそらくそれは、進
化の過程で、人の助けを借りなけれ
ば生きていけないという人間（つま
り全ての人）が身に着けた本能なの
でしょう。集団から認められ、必要
とされることによって生きながらえ
た者だけが、現在の子孫を残せたの
でしょうから。
燕こころのクリニック

小林 昭 先生

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

日本政策金融公庫は、みなさまの身近な政策金融機関です。

あらゆる事業資金をバックアップします

時間外は本店ローン相談日をご利用いただけます。
毎 週 水 曜 日 17：30〜20：00
第１・第３土曜日
9：00〜17：00

★国の教育ローンのご案内★
（融資限度額） お子さま１人につき３５０万円以内
※海外留学
（一定の要件があります）
は４５０万円以内
（ご返済期間） １５年以内
（交通遺児家庭、
母子家庭または
世帯年収
（所得）
200万円
（122万円）
以内の方は１８年以内）
（金
利） 年1.90％
（28.5.10現在）
（固定金利）
65％
※母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年１．
（お使いみち） ・学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）
（大学、短大、専修学校、高校などが対象）
・受験にかかった費用
（受験料、
受験時の交通費・宿泊費など）
・住居にかかる費用
（アパート・マンションの敷金・家賃など）
・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、留学費用、学生の国民年金保険料など
※今後１年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

【お問い合わせ先】
（その他、事業資金の取扱いも行っております。）
国の教育ローン
事業資金のお問い合わせ先
教育ローンコールセンター
三条支店 国民生活事業
ＴＥＬ ０５７０−００８６５６
〒９５５―００９２ 三条市須頃１−２０
受付時間 平 日９時〜２１時
三条商工会議所会館２階
土曜日９時〜１７時
ＴＥＬ ０２５６−３４―７５１１
受付時間 平日９時〜１７時

国民生活事業

6

月 日（金）折込みです。

カンタン手続き、スピード審査、担保や第三者保証人は
不要です！
最高500万円、
返済期間７年以内

★次号は

日本政策金融公庫からのお知らせ

15

