通常議員総会
燕商工会議所では6月28日、萬
会館燕店にて通常議員総会を開催し
ました。
田野会頭は冒頭の挨拶で「今年の
決算の特徴として会員の皆様のおか
げで会議所共済制度の業績が順調に
伸び、職員退職金の積立金、創立
70周年記念事業費、会館修繕のた
めの積立金や財政調整積立金をする
ことが可能となった。財政面では健

全な運営となっている。また、後継
者不足から廃業による会員企業の退
会が増えており、これは燕商工会議
所に限ったことではなく県内すべて
の会議所も会員が減っている。しか
し職員の働きかけにより新入会員も
徐々に増え、減少傾向は小康状態を
保っている。いろいろな課題を抱え
ていると思うが皆様から決算内容の
慎重な審議をお願いしたい」と述べ
ました。
平成29年度事業報告については
原案通り可決されました。また収
支決算は一般会計236,056千円、
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計88,544
千円、労働保険事務組合事業会計
23,167千 円、 特 定 退 職 金 特 別 会
計、259,258千 円、 メ イ ド イ ン
ツ バ メ 事 業 特 別 会 計55,011千
円、燕三条卸メッセ事業特別会計
26,024千 円 が そ れ ぞ れ 原 案 通 り
承認されました。

吉田高校サポート協議会
設立総会開催
燕市（鈴木力市長、
仲野孝教育長）
は６月27日、燕市民交流センターを
会場に、商工団体、福祉団体との連
携のもと、吉田高校サポート協議会
を発足しました。
このサポート協議会は、①将来の
地域を支え地域の発展に貢献する人
材の育成②新潟県立吉田高等学校の
教育の発展の寄与することがその目
的です。
総会において、吉田商工会の星野

時

期

事

光治会長が協議会会長に、当所の田
野隆夫会頭、分水商工会の高野文夫
会長、弥彦村商工会の鈴木勉会長が
副会長に選出され、
承認されました。
本年度の事業計画では、以下の事
業を実施する計画です。

業

内

容

ビジネスマナー講座

インターンシップの事前学習の為、ビジ
ネス講習会の講師として指導を行う

職場見学

2年生を対象に進路指導の一環として、地
元企業での職場見学を行う

7月～ 8月

インターンシップ

2年生を対象にインターンシップの受け
入れを行う
（概ね3日間）

9月

模擬面接

3年生を対象に模擬面接を行い、面接官と
して指導を行う

1月

巣立ち教室

3年生を対象に巣立ち教育を開催し、就職
や進学に対する心構えを指導する

7月

皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

総会終了後、日本銀行新潟支店長
武田直己氏を講師に「新潟県経済の
現状と課題」のテーマで記念講演を
開催しました。武田講師は、世界経
済のIMFの見通しを示され「リーマ
ンショック前ほどではないが比較的
好調に推移している。外需の面で大
きく影響がある。また米トランプ政
権下の減税効果が見通しに大きく影

響している」としました。
新潟県経済は、
「全国から遅れな
がら回復している」とし、
「地元の
人口と企業数の減少の中、需要が見
込まれる分野にシフトする必要があ
る」としました。
講演終了後、交流会を開催しまし
た。

H30年度 BWC福祉共済制度キャンペーン
PARTⅠ御礼
全国商工会議所メンバーによるベストウイズクラブでは、『商工会
議所共済・福祉制度キャンペーンPARTⅠ』を４/16（月）～６/29（金）
の期間実施致しました。
お蔭様をもちまして、PARTⅠ実績（募集）において、全国上位入
賞（620％）（会員数1,500 ～ 2,000会員の部）を達成することがで
きました。これも会員の皆様のご理解とご協力の賜物と心より感謝申
し上げます。
本キャンペーンは、「商工会議所共済制度」を会員の皆様にご理解
いただき、福利厚生向上のお役立ていただくことを目的としておりま
す。経営者・役員ならびに従業員の皆様の保障・退職金準備の他に、
入院・介護・老後資金準備等様々な保障ニーズにお応えするものです。
今後も引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い致します。

燕商工会議所

総務課 －連絡先－ TEL 0256-63-4116

飛 燕 夏 ま つ り
飛燕夏まつり二日目の民謡タイムで踊る「燕甚句」「燕音頭」「燕囃子」
の練習を行います。練習日時は、7月18日（水）〜7月20日（金）の3日
間、燕商工会議所3階ホールを会場に、19時から21時までの予定です。参
加されたい方、踊りを覚えたい方は奮ってご参加ください。事前の申し込み
は不要です。踊りやすい恰好でお越しください。

つばめ会議所ニュース

（2）第436号

企業名

認証日

金属製カップ 富士山シリーズ
IH対応 銅製コーヒーサーバーケトルシリーズ ㈱アサヒ

2018/6/26

銅製バターナイフ

燕商工会議所では、燕地区に特化した求人企業情報サイトを運営しておりま
す。掲載企業を燕商工会議所会員事業所に限定している分、より深く事業所を
知ってもらえる作りになっております。全国的に従業員の確保が難しくなって
いる昨今、人材確保の１つの手段として是非ご活用ください。

※年会費10,000円（別途燕商工会議所への入会が必要です）

漆器シリーズ
1人で出来るもん
（スプーン・フォーク）

お問合せ●五十嵐

㈲片力商事

0256-63-4116

漆器シリーズ

銅製バターナイフ

1人で出来るもん
（スプーン・フォーク）

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は7月31
（火）日です。認定ご希望の場合、1営業日前（7月30日（月）
）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

＝問い合

8月8日㈬ 午後2時〜午後4時30分（受付開始午後1時30分）

8
6
／

39歳以下の個人またはグループ

参 加 料

無

応募方法

市ホームページからエントリーした後、作品を提出

2019年1月31日（木）
エントリー、作品提出期限
※詳細は市ホームページをご確認ください。
問 合 せ
商工振興課 ブランド推進係 ☎0256・77・8289

１
30

23

10

日本初！企画を体系化！ワンシート企画書が増販増客を加速させる！

第10期 マーケティングプランナー養成

つばさMP講座

中小企業のための
「売れ続ける仕組み」
構築法
第10期限定！特別割引実施中

料

25

7

時〜午後３時

応募資格

7

午前

『ものづくりのまち・燕』だからこそカタチにできる主に金属加工による製品デザイン

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

日㈪

募集対象

ご案

月

感動を生む『made in 燕』

の

分〜午後４時

テ ー マ

【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

相談

時

学生や若手デザイナーの視点で優れた製品デザインを集めて製品化を目指すコンペ
ティションを開催します。事前にエントリーされた方には、
「燕の技術」
への理解を深
めるため、市内企業見学会を夏秋頃に予定しています。奮ってご応募ください。

●午後2時〜午後3時
講演1「燕三条から見たロシア市場の特徴とビジネスチャンス」
〜ウラル西側、
ウラル東側及び極東・沿海地方へ攻める商品とは〜
有限会社スガハラアソシエーツ 代表取締役 菅原 信夫 氏
●午後3時10分〜午後4時
講演2「極東地区の最新市場とビジネスチャンス」
株式会社JSN 代表取締役 高橋 克郎 氏
●午後4時〜午後4時30分 個別相談＆ネットワーキング

0256-

午後

若monoデザインコンペティション燕
も
の
わか
デザイン募集中 vol.3

無料

＝問い合

燕市役所市民

日㈬

お問 『TWINBIRD×燕三条 夏フェス。
2018』
運営事務局
合せ TEL：0120-337-455（平日 月〜金 9：00−17：00） URL：www.twibird.jp

17
（木
（金

月

送迎バスが市役所、
ツインバード間を
運行します。
市役所より
車で約5分、
徒歩で約15分。

プログラム

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業株式会社 駐車場：約200台
駐車場
燕市役所 駐車場：約400台

行 政

産業財産権窓口相談日

場】燕三条地場産業振興センター リサーチコア 4階
異業種交流プラザ②③（三条市須頃1-17）
【定 員】30名 (先着順 事前申込みが必要です。)【締 切】 8月3日（金）
【申し込み】ジェトロ新潟ウェブサイト（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/niigata/）
【主 催】 燕三条地場産業振興センター、
ジェトロ新潟
【共 催】 三条商工会議所、燕商工会議所、燕三条貿易振興会
参加費

ツインバード工業株式会社 新潟本社

0256-

10月7日（日）午前8時30分〜午後3時30分（雨天決行）

ロシアビジネスセミナー

【会

1
・
8
・
15
・
22
・
29

燕市役所市

会
場●燕市物流センター地内
出 店 対 象●燕市内に事業所を有し、燕産地製品の製造・販売を行っている事業者
主 催 団 体●燕市役所
☎0256-77-8233
燕商工会議所
☎0256-63-4116
協同組合つばめ物流センター
☎0256-63-7660
出店負担金●前年度出店事業所
18,000円（税抜き）
新規・再出店事業所
22,000円（税抜き）
申込申込み●８月３日（金）まで協同組合つばめ物流センターに申込金と一緒にお申込みください。
そ の 他●昨年好評の「ツバメルシェ」が今年も開催されます。
問 合 せ 先●燕青空即売会実行委員会事務局 協同組合つばめ物流センター
〒959-1277 燕市物流センター１丁目１５番地
電話 0256-63-7660 ＦＡＸ 0256-63-7679
e-mail：radd@tsubame.or.jp

日時

8
／

燕市役所会議室101

開 催 期 日●

浮世絵カトラリー シリーズ

会場

8
／

大好評をいただいております、
『燕青空即売会』を下記日程にて開催いたします。多数の企業
の皆様のお申込みと、多数の市民の皆様のご来場を心よりお待ちしております

IH対応
銅製コーヒーサーバー
ケトルシリーズ

30

12

第38回 燕青空即売会 開 催 に つ い て

金属製カップ
富士山シリーズ

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

日曜窓口

品

30

分〜正午まで

商

浮世絵カトラリー シリーズ

「つばめjobナビ」
掲載企業募集の
お知らせ

毎月第２日曜日・午前８時

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。
（2018/6/26認定）

※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︒

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！

平成30年7月15日発行

通常価格より30％割引！

つばさMP（マーケ
ティングプランナ ー
養成）講座は「売れる
仕 組 み 」を企 画して
自ら問題解決するた
めの実践型短期集中
講座です。仕組みが
できあがるまで、とこ
とんお付き合いいた
します。

企画の本質を習得。問題解決の体系が身に着く
受講生同士で刺激し合えるスクーリング形式
ビジネススキルを総合的に習得
問い合わせ・
つばさ税理士法人 TEL：0256-66-3450

POINT①
POINT②
POINT③

申込み
〒959-1234 燕市南7丁目17-9-1 担当：松原
●説明依頼／資料請求 FAX：0256-64-2964
●主催 つばさ税理士法人 ●共催 株式会社RISE.MD ●後援 燕商工会議所・三条商工会議所・三条工業会

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

社会保険労務士

まつかわ事務所

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

M＆A事
支援事

■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

窓 口
経営支援課（
までご連絡く

つばめ会議所ニュース

平成30年7月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

7
／

〜 月

18 7
・
5 25
8

2
9

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

8
6
／

午前

7
金）
木）

時〜正午

10

（通称：市民の会）

平成30年度
定期総会開催

市民の会（細川哲夫会長）では６
月22日、燕商工会議所にて定期総会
を開催しました。
当会は子供たちの学力向上を支援
する会として事業を推進、燕市教育
委員会と連携しながら事業を行って
います。
細川会長
（当所副会頭）
は
「今
後は学力向上と共に子供の人間力向
上の為の事業も進めていきたい」と
あいさつをされました。
（29年度末
会員数で法人85、個76）
主たる事業として、燕市教育委員

-77-8107

（直通）

談会

の

案内

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
日㈭

9

法律相談日

会

名

簿

氏

長 細川

会及び関係者との懇談会、新任学
校長への表敬訪問（学校訪問）
、燕
市への陳情（ICT教育推進）
、Good
Jobつばめ推進事業実行委員会への
参画（中学生の職場体験）
。当会と
して市内小学校等への図書寄贈を行
いました。
30年度も引き続き、同様な支援活
動を展開することで承認を受けまし
た。なお、今年度の役員名簿は次の
通りです。

名

備

考

役職名

氏

名

哲夫 燕商工会議所 副会頭

理

事 山田

恭弘

副会長 田野

隆夫 燕商工会議所 会頭

理

事 関﨑

智弥

副会長 星野

光治 吉田商工会 会長

理

事 霜鳥

英梨

副会長 高野

文夫 分水商工会 会長

理

事 下村

克実

副会長 田邉

一郎 燕市自治会協議会 会長

理

事 平澤

副会長 河合

利勝 吉田地区自治会 会長

理

事 大滝

副会長 若林

與一 分水地区自治会 会長

備

茂
利弘 新任

監

事 小湊

昭

理

事 宇佐美

弘

監

事 寺澤

清仁

理

事 富所

寧

顧

問 遠藤

栄松 前市民の会会長

理

事 藤崎

滋人

顧

問 山崎

悦次 前市民の会特別参与

理

事 本間

俊明

分〜午後４時

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

磨き屋シンジケート
定時総会

研磨業者の共同受注グループ「磨
き屋シンジケート（平浩昭チェアマ
ン）
」では、６月８日に明治屋で平
成30年度定時総会を開催し、H29年
度事業報告とH30年度事業計画につ
いて承認しました。
昨年度に、磨き屋シンジケート金

工業部会
台湾視察

●日

燕商工会議所工業部会（長谷川克
紀部会長）では、６月10日～ 13日
の日程で台湾への視察研修を行い
ました。今回の視察は製造業の中
でも加工分野の海外ビジネス展開
の可能性を探るため、燕三条地場
産業振興センターのRIT事業に同行
しました。台日産業連携推進オフィ
ス（TJPO）や三三企業交流会など

属バフ研磨社内検定が厚生労働省に
認可されたことを報告し、本年度は
念願の第一回目の社内検定実施を予
定しており、本検定事業を中核とし
て、さらなる研磨業の発展を目指し
ます。

参加費
無料

『ぅわ〜きっず』はフジイコーポレーション㈱が主催する親子のお
仕事体験研修です。親子でものづくり体験をしていただき、お仕事の
報酬として ぅわ〜きっずマネー をお渡しします。ぅわ〜きっずマ
ネー はこの研修内で使用する架空の通貨です。体験後、ぅわ〜きっ
ずマネー でお弁当・飲み物・デザート等を購入して頂きます。実際に
報酬を得ることで、仕事の大変さや大切さを体験して頂く研修です。

時

事業承継
事業

関東信越税理士会巻支部桐生理事、
燕商工会議所瀬戸事務局長に出席し
て頂きました。総会閉会後には懇親
会を開催し、今後の青色申告会の活
動を広げるため、
親睦を深めました。

考

１
30

燕青色申告会（岡部幸康会長）で
は、６月21日に第57回通常総会を開
催致しました。来賓として巻税務署
浅間統括国税調査官、同横山上席国
税調査官、燕市役所荒木税務課長、

平成30年6月22日現在（敬称略）

午後

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会
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員

役職名

民課市民生活係

燕青色申告会
通常総会

燕市立小・中学校の発展を願う
市民の会

役

合わせ＝

第436号（3）

７団体・企業を訪問。また、燕三条
地域と台湾との交流を深める入り口
として「燕三条ものづくりメッセ」
に台湾企業の特設ブースを設けると
ともに商談会の開催を予定していま
す。他にも
「燕三条トレードショウ」
のバイヤー招聘及び今回参加した台
湾企業との意見交換などを行いまし
た。

次代を担う監督者研修参加者募集
生産現場等で中核となる担当者や将来の管理監督候補者
（職長、
班長、
リーダー等）
を
対象に、若手に対する仕事の教え方などを指導する人材育成を目的とした研修会です。

9月7日㈮ 9月14日㈮ 9月21日㈮ 9月28日㈮
※いずれも午後2時00分〜午後5時00分

ところ●燕市役所 201会議室 他
内 容●監督者に必要な5つの条件（仕事の知識、職責の知識、改善する技能、人を
扱う技能、教える技能）の技能向上に向けて実演を通して学びます。
講 師●藤田 昇（柏崎技術開発振興協会 人材育成アドバイザー）
定 員●10人程度
受講料●3,900円
申込期限●7月31日(火)
申し込み・問い合わせ●商工振興課新産業推進係 0256･77･8232(直通)

時

●会 場
●申込み
●主 催
●後 援
●問合せ

時●9月20日
（木）～ 11月5日
（月）
午後7時～午後9時
（12回コース） 月曜日・木曜日に開催
会 場●燕商工会議所 ３階研修室
講 師●税理士 高頭 日出夫 氏
（テキスト代込）
受講料●会員 4,000円
（非会員及び一般の方：6,000円）
日

テキストは、
日商簿記３級光速マスター使用。

定 員●20名
（定員になり次第締め切ります）
申込み●8月31日（金）までに燕商工会議所経営支援課までお申し込みください。
問合せ●燕商工会議所経営支援課
（担当：五十嵐・高澤）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705
主催●燕商工会議所／中小企業相談所 共催●(公社)燕西蒲法人会／燕青色申告会

フジイコーポレーション㈱機械工場（燕市小池285）

7月27日（金）までにメール又はFAXにてお申し込みください。
フジイコーポレーション㈱
燕市役所、燕商工会議所
フジイコーポレーション㈱
「ぅわ〜きっず事業」(担当：高橋、森田) TEL(0256)64-5511

起業について
ちょっと知りたい

創業に
興味がある

これって
仕事になるの？

■会場
協栄信用組合本店

創業の基礎を学ぶセミナー

受講無料

〈各定員50名〉

〈第１回〜第３回の下記講座は、単発受講・全講座受講いずれもOK! どなたでもご自由にご参加頂けます〉
第1回
創業の
基本

自分のアイデアがビジネスになる！先輩起業家体験談
7月28日㈯ 午前9時〜11時
【㈱サマンサハート代表/

■内容・3人の先輩起業家（過去創業講座受講者）
から学ぶ起業実例 マスターオブマーケティングアドバイザー】
■講師 高橋真由美 氏
・ビジネスを動かす4つのポイント
第2回
創業
資金

開業資金を上手に調達する方法
8月4日㈯ 午前9時〜11時

【捧会計事務所/税理士】

■内容・創業時に融資は受けられる？金融機関側の本音を聞く
・創業時に活用できる助成金の種類や手続きについて
第3回
創業
マインド

■講師 捧みちる 氏

創業を取り巻く社会背景とそのチャンスをどう活かすか
8月25日㈯ 午前9時〜11時
【ハーベスト/コーチ/

はっぴーズ コミュ代表】

■内容・創業するなら今がチャンス？
！ゲスト講師との対談
・何からやればいいか、
自分の棚卸し
お申込み・
お問い合わせ

平成30年度 3級簿記講座
複式簿記を勉強し青色申告特別控除
（65万円）
を活用しませんか。
また、
第150回日商簿記検定試験
（試験日：平成30年11月18日
（日）
）
に向け
て勉強してみませんか。

8月9日（木） 午前9時20分〜午後2時

■講師 土田陽子 氏

燕市 産業振興部 商工振興課（担当：武田）TEL0256-77-8231 FAX0256-77-8306
協栄信用組合 営業推進部（担当：岡部）TEL0256-61-1507 FAX0256-61-1517
ハート♥美人 事務局（担当：高橋）
TEL0256-92-3724 FAX0256-92-3724

燕市ものづくり品質管理制度

TSO全体説明会
TSO とは受注から納品にいたるまでの現場の管理を徹底するための第三者認証制
度です。
次世代経営者や社員が、自ら品質・納期に対して高い意識を持ち、自発的に継続的
な改善を進めていけるような会社にしませんか？きっとあなたの会社を明るい未来へ
と導きます！

7月24日（火）午後3時〜5時

■日

時

■会
■内

場 燕市役所1 階 つばめホール
容 （1）TSO事例紹介と概要説明
㈱TBCソリューションズ

■定

員

参加費
50名

主任コンサルタント

大山

無料

俊一郎 様

（2）TSO取得スケジュール、費用等説明
（3）質疑応答
■申込締切 7月20日(金)
●お問い合わせ 燕市役所 商工振興課 新産業推進係 TEL 0256-77-8232

つばめ会議所ニュース

（4）第436号

平成30年7月15日発行

青年部は会員を
第一回定時総会を
！
開催しました！ 募集しています
燕商工会議所青年部は、若手経営者とし

青年部だより
会員数110名（6月1日現在）

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、６月
28日に６月例会を開催しました。講師例会として、
A4 １枚アンケート広告作成アドバイザーの土田
衛氏をお招きし、講演会を開催しました。お客様か
らアンケートを取ることにより、自社のファンを増
やしていくことが重要であるとしました。参加者か
らは、
「パンフレットなどは以前作成したものを長
く使っているが、今回の内容を参考に一新した方が
いいと感じた」とありました。

燕商工会議所
第10回会頭杯ゴルフ大会

会議所の動き
7月 19日㈭

燕市「子ども夢基金」へ寄附
燕商工会議所では、6月２
日に新潟ゴルフ倶楽部を会場
に開催した第10回会頭杯ゴル
フ大会において、10番ショー
トホールで参加者からチャリ
ティーを募りました。６月22
日に田野大会会長と原田実行
委員長が燕市長を表敬訪問
し、当商工会議所からの分も
含め、15万円を燕市「子ども
夢基金」に寄付しました。

燕笑店街
イベント

新規高等学校卒業予定者企業説明会

24日㈫

第１回会員拡大サービス委員会

25日㈬

知的産業財産権相談会

27日㈮

HIENプロジェト会議

30日㈪

マル経資金審査会

31日㈫
8月

（7月中旬〜 8月）

第4回メイド・イン・ツバメ認定委員会

8日㈬

第3回首都圏等人材交流特別委員会

9日㈭

法律相談会

No.84

第18回 ２００メートルいちび

生きる意味と職場

を「陽性の迷い人」とするならば、
今診察室で多く見かけるのは、
「陰性
診察室では様々な質問を受けます。 の迷い人」です。彼らは逸脱行為は
その中でも困るのは「生きる意味が 殆どしません。ただ家にいてボオッ
分からない」というもの。
としていたり、外にも出ず日がなベッ
先日も、保育園の頃から「どうし ドに横になっていたり、ネットやゲー
て自分は生きているのだろう」とい ムをしていたりします。
う思いを抱えて生きてきた、と言う
診察上とても困るのは、薬の効果
若い女性がいました。その方の場合 があまり望めないこと、対話しよう
は、親から十分に愛されたという自 にも対話する意欲が患者さんの側に
覚がないままに大人になったことが 乏しいことです。人生に意味がない
原因であるように思われました。
と思っているのですから、それも当
幼児の頃から「生きる意味」を問 然のことですね。
わなくてはならないとは辛いことで
それでも時に、診察で信頼関係が
す。３年前に亡くなった思想家の鶴 築けたり、ペットを飼うことなどで
見俊輔も、そのような一人でした。 生きる意欲が出てくるのを見ると嬉
彼はおよそ物心ついたときから徹底 しく感じますし、やはり広い意味で
的に母親（後藤新平の娘）に反抗し、 の「関係性」が人に「生きる意味」
それに対して母親も俊輔を徹底的に を与えてのだ、と思わされます。
力で叩きのめすという、今なら明ら
先述の鶴見俊輔は、関わっている
かに児童虐待と言われるような育て 時間とか血縁とかではない、心がし
方をしたのでした。
みじみと触れ合う「その他の関係」
鶴見は小学校のころから万引、不 が大切なのだろう、と言っています。
純異性交遊などで退学となり、さら 職場でもそのような関係が築けると、
に過量服薬、自殺企図、うつ病、家 生きる意味が感じられやすいのでは
出と荒れた生活を送っていました。 ないでしょうか。それぞれの職場で
しかし、父親の計らいで15歳にして 「居場所づくり」を是非考えて欲しい
渡米。水を得た魚のごとく成長し、 と思います。
戦後日本の思想界をリードします。
鶴見のような、生きる意味を探し
求めて世の規範をはみ出てしまう人 燕こころのクリニック 小林 昭 先生

８月２5日（土） 午前11時～午後7時
商店街の地域交流イベントとし
て、200メートルいちびはおかげ
さまで18回目を迎えることになり
ました。
今年も商店街メインストリートを

会場に「ツバメルシェ」と同時開催
致します。
盛りだくさんの内容でお待ちして
おりますので、楽しい夏の思い出に
家族揃ってお越しください。

■イベント内容

昭和の名店街、昭和のお化け屋敷、遊びの天才広場、プチ商店街、浴衣で来
ると良いことあるよ、Ｓカード変身大会、１００燕（えん）商店街、除雪車・
消防車・パトカーの展示、白山町児童館のお店、東児童センターのお店、ス
テージイベント「燕芸祭」ほか

至燕駅

主要地方道新潟燕線

臨時交通規制（予定）
※自動車でおいでの方は、大曲交通公
当日は次の通り交通規規制を行う予
園駐車場をご利用ください。
（無料シャ
定です。皆さんのご理解とご協力をお
トルバスを運行します）
願いします。
◆問合せ先…燕商工会議所
◆メインストリートを歩行者天国にす
（TEL 0256-63-4116）
るため、下記により車両
出店箇所
臨時交通規制箇所
通行止めを行います。
◆期日 ８月25日（土）
車両通行止
◆時間 午前9時～
一方通行
午後9時
本部
仲 町
宮 町
◆場所 別図のとおり
車両の乗り入れ
秋葉町
穀 町
イベントのため交通渋
滞が予想されます。市街
地への車両の乗り入れ
中ノ口川
は、ご遠慮ください。
まつや

午前9時〜午後10時
正午〜午後5時

専養寺

古川医院

田耕酒店

（仲町茶の間）

北越銀行
燕支店

三條屋

戸隠神社

旧ＮＴＴ跡地

協栄信用組合
仲町支店

みなみ
調剤薬局

※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。

仲町
駐車場

正午〜午後5時まで
車両通行止め

中央橋

燕橋

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。

★国の教育ローンのご案内★

あらゆる事業資金をバックアップします

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

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

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

（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
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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
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