第19回 200メートルいちび
鈴木力燕市長、当所中野副会頭の
燕 笑 店 街 イ ベ ン ト「200メ ー
トルいちび」が今年も８月24日、 挨拶に続いて、高桑実行委員長の開
会宣言でイベントがスタート。
200メートルいちび実行委員会（高
昔ながらのナポリタンやかき氷、
桑広幸委員長）
・燕市・燕商工会議
焼鳥やカレーなど多くの飲食店が軒
所小売商業部会・
（協）燕市商店連
を連ねていました。
合会の主催により、商店街メインス
また、ツバメルシェのブースでは
トリートで開催されました。
この200メートルいちびは、商 「第2回チキンカーニバル」開催と
あって、会場は大勢の家族連れで賑
店街の活性化と賑わいを取り戻そう
わいました。
と、若手店主を中心とした200メー
今年も「作ってあそぼう いちび
トルいちび実行委員が企画。毎年８
蛍」では、子供たちが半紙に好きな
月に開催しており、今年で19回目
イラストを描き、LEDキャンドル
となりました。
に巻き付けました。点灯後には夏の
台風の影響で天気が心配されまし
夕暮れを幻想的に照らしました。
たが、当日は夏の日差しが降り注ぐ
毎年大人気の「遊びの天才広場」
好天に恵まれました。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ
ベ ス ト ウ イ ズ ク ラ ブ で は、
「 福 祉 制 度 キ ャ ン ペ ー ン 」 を ９/17 ～
11/29に実施いたします。本キャンペーンは、
『商工会議所福祉制度』
を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立てい
ただくことを主な目的としています。
『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。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国
各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

燕商工会議所

総務課

－連絡先－ TEL 0256-63-4116

では、わなげ、ストラックアウト、
炭酸ロケットなどが無料で遊べ、昭
和のお化けやしきは多くの子供たち
が列を作りました。
白山町児童館や東児童センターで
はベーゴマやカルメ焼き体験、水
ヨーヨーつりのお店を出店。健康
コーナーや、オリジナルうちわづく
り、型ぬきも大人気でした。
子供たちが店員を体験する「プチ
商店街」は燕西小学校の児童がお手
伝い。元気な声でお客様をお迎えし
ていました。車両の展示コーナーに
は除雪車をはじめ、
自衛隊コーナー、
消防コーナー、交通安全コーナーが

あり、子供たちが車と一緒に記念撮
影を行っていました。
また、燕市商店連合会による「Ｓ
カード大変身大会」は、通常満点で
500円分利用できるＳカードが二
倍から十倍にアップするお得なイベ
ントで開催前から長蛇の列ができて
いました。
特設ステージでは、
「燕芸祭」が
開催されケアレンジャーなどが会場
を盛り上げてくれました。
地域住民や地元の子供たちが多く
訪れ、商店街でのひとときを楽しん
でいました。

「平成から令和へのたすき」
～燕商工会議所70周年記念誌～
このほど当所の70周年記念誌が完
成いたしました。記事の内容は平成
から令和にかけて躍進した企業を当
所議員の推薦により24社選定し、普
段は取材等を受けない企業に、今回
特別に記念誌作成にご協力いただき
ました。
掲載される企業は以下の通り
（50音順 敬称略）
株式会社曙産業 宇佐美工業株式会
社 株式会社内山熔接工業 エコー
金属株式会社 江部松商事株式会社
遠藤工業株式会社 遠藤商事株式会
社 株式会社遠藤製作所 株式会社
大谷製作所 株式会社玉川堂 株式
会社杭州飯店 株式会社新越ワーク
ス 株式会社高秋化学 株式会社武
田金型製作所 ツインバード工業株
式会社 燕振興工業株式会社 藤次
郎株式会社 株式会社中野科学 フ
ジイコーポレーション株式会社 株
式会社本宏製作所 株式会社柳田製

作所 山崎金属工
業株式会社 和田
ステンレス工業株
式会社 和平フレ
イズMS株式会社
また、燕市の中小企業を長年研究
してきた明治大学政治経済学部森下
専任教授より「発展し続ける燕市産
業と輝く企業の未来」と題し論文を
寄稿していただきました。
この70周年記念誌は会員事業所と
関係団体に無償で配布させていただ
きます。ご希望の方は当所までお申
し込みください。数に限りがありま
すのでお早目にお申し込みくださ
い。
また、燕商工会議所のホームペー
ジ上にて記念誌全文を掲載しており
ますのでご利用ください。
お問合せ
燕商工会議所

電話63－4116

つばめ会議所ニュース

（2）第450号

名

企業名

認証日

毎週水曜日・午後７時 分まで

品

30

分〜正午まで

商

日曜窓口

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。
（2019/8/28認定）

毎月第２日曜日・午前８時

今年も燕三条トレードショウを開催致します！！燕三条地域の
メーカー、卸売業者が一堂に会する展示会です。今回は、海外バイ
ヤーからの評価も高い「包丁」の特設ブースをご用意しており、プ
ロユースから家庭用まで、多くの包丁がずらりと並びます。
是非ご来場ください。

※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！

令和元年９月15日発行
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ツーリングケトルクッカー＆ドリッパーセット
㈲片力商事
おろせるスプーン
アルチザン 急須
アルチザン 茶筒
アルチザン茶み
（同）
アルチザン
2019/
8/28
アルチザン タンブラー
アルチザン コーヒースプーン・ヒメフォーク
クラッド鋼ネクタイピン
㈱アイチテクノメタル
フカウミ
クラッド鋼カフス
鎚カトラリーシリーズ
㈱アサヒ

30

＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政

1

ツーリング
ケトルクッカー＆
ドリッパーセット

＝問い合

燕市役所市民

0256-

アルチザン
急須
アルチザン茶み

アルチザン
茶筒

相談

おろせるスプーン

の

会

場

ピアザデッレグラッツエ
「カルロの間」

日

首都圏で活躍する方と燕商工会議所会員との人・もの・情報等の
交流、交換、マッチングを図り、相互の経済活動につなげること
を目的に開催します

10月26日（土）

午後1時〜午後4時【ものづくり体験】
午後6時〜午後8時【懇親会】

象

参加費

TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8705
燕商工会議所

【ものづくり体験】燕市産業史料館 （燕市大曲4330-1）
【懇親会】
ゲストハウス トライアングル （燕市宮町3-6）

男性／燕商工会議所会員企業に勤務する独身の方
女性／新潟県内外の独身の方
年齢と人数 25〜45歳 独身の男女各14名
対

■まずはご連絡ください■

男女ともに3,000円（※アルコール提供あり）

申込締切

10月11日
（金）※申込多数の場合は抽選をし、10月16日(水)までにご連絡します。

応募方法

ホームページ、ファクスのいずれかで申込み
HP：https://tsubame-cci.or.jp/788/
FAX：0256-63-8705

問い合わせ／燕商工会議所

燕商工会議所

首都圏等人材交流特別委員会

新潟県燕市東太田6856番地

１

売上拡大や経営改善など、ビジネスのあらゆるお悩みの
相談に専門コーディネータが対応します。
相談は無料ですので、是非、ご利用ください。

●詳しくは、市ホームページをご覧ください。

毎月開催中

http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001172.html

都合の
良い日
だけの
参加OK
です！
！

燕市からのお知らせ

「クリーンデー燕」にご参加ください
私たちの住む地域を清潔で美しいまちにするため、地域住民やボランティア団体及び事
業所から主体的に参加していただき、
市内全域のごみ拾いなどの清掃を一緒に行います。
また、道路沿い等に生えている雑草の除去もお願いします。
各事業所のまわりの環境美化にご協力をお願いします。
とき

内容

10月12日
（土） 午前6時〜午前7時30分

※雨天中止などの判断は、
ボランティア団体及び事業所で行っています。
※実施日以外でも、
環境美化活動の実施を希望される場合は
生活環境課まで、
ご相談ください。

空缶・空ビンなどのごみ拾い。
道路沿い等に生えている雑草の除去
回収したごみは、市役所生活環境課が回収いたします。

申込 生活環境課へお問い合わせください。
方法 後日、
申込用紙をお渡しいたします。

問い合わせ

市役所生活環境課 環境政策係
（2階14番窓口）
TEL 0256-77-8167（直通）

30

令和元年度燕市精神保健福祉講座

TEL：0256-63-4116

10月12日㈯ 全市一斉の環境美化活動

30

新潟県よろず支援拠点サテライト in 燕

貿易取引相談

所

5,000円

10 18

毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

場

時

参加費

9

日㈬
時〜午後３時

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は9月30
日（月）です。認定ご希望の場合、2営業日前（9月26日（木）
）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

参 加 者 募 集
10月3日㈭ 午後5時〜

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

鎚カトラリーシリーズ

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

月
午前

クラッド鋼カフス

アルチザン
コーヒースプーン・
ヒメフォーク

第９回

東京つばめ交流会

アルチザン
タンブラー

クラッド
鋼ネクタイピン

ご案

日程

内

容

講

師

時

間

会

場

10月5日 『発達障がいを学ぼう』
（土）

新潟大学教育学部 午前10時〜正午
〜発達障がいのある人の
（受付：午前9時30分〜）
捉え方、視点を体験して学ぶ〜 有川 宏幸先生

11月12日 『“こころの病気”ってなぁに？』

こころのクリニックウィズ 午後2時〜4時
〜現代人が抱えるストレスと
燕市
（受付：午後1時30分〜）
こころの病について〜 後藤 雅博先生
中央公民館
３F
11月21日 『今からできる
石橋クリニック院長 午後2時〜4時
中ホール
ストレスコントロール』
（受付：午後1時30分〜）
（木）
〜発想の転換でこころスッキリ〜 石橋 幸滋先生

（火）

12月5日 『より良い人間関係のために』
（木）

〜怒りの上手なコントロール〜

午後2時〜4時
石橋 幸滋先生 （受付：午後1時30分〜）

石橋クリニック院長

申 込 み
必要
あなたの
※各開催日の1週間前までに燕市保健センターへご連絡ください。お越しをお待ち
問い合わせ先 燕市保健センター ☎0256-93-5461
しています！
！
主催：燕市

共催：燕商工会議所

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

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

9
／

18
・
25

9

〜 月

6
3
0

つばめ会議所ニュース

令和元年９月15日発行

10

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

月はありません︒

10

働き方改革でお悩みの事業主・労務経理担当者の方へ

働き方改革

なんと
無料で

具体的な内容は決まっていない方も！
大した相談じゃないし…と思っている方も！
当日の飛び込みも歓迎！

無料窓口相談会

いいの？
結局なにから取り組めば
活用できる助成金って？
められない！
有休5日取得をうまく進
■開催日時

毎月第４木曜日 午後1時30分〜午後3時

［9/26、10/24、11/28、12/26、1/23、2/27、3/25］
※3月のみ水曜日
■開催場所 燕商工会議所（燕市東太田6856）
■対 応 者 新潟働き方改革推進支援センター登録アドバイザー（社会保険労務士）
■申
込 電話またはFAXでお願いします

■主催：燕商工会議所 燕中小企業相談所
TEL0256-63-4116（担当：経営支援課

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

談会

案内

2019年10月１日より
消費税の軽減税率制度が
導入されます！
！

9月19日（木）午後2時〜午後4時
講座内容

法律相談日

月 日㈭
午後 時 分〜午後４時

30

えっ！免税事業者って不利なの？？

会社の備えは大丈夫ですか？

日時

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

１ 26

【消費税軽減税率対応窓口相談等事業】軽減税率対策セミナー

新消費税制度と必要な対策の総復習

の

9

軽減税率導入で
何が変わるの？

小柳）

◇軽減税率制度の復習
◇価格の設定と表示法
◇接客、現場対応での注意点
◇事務処理での注意点
◇資金繰りでの注意点
など

受講料
無料

※最新情報の提供ため内容変更の可能性がございます。

■講

師

アルト経営パートナー㈱
■会 場 燕商工会議所 ３階ホール
代表取締役
■定 員 30名
中小企業診断士
加藤敦子氏
■申込方法 申込書に必要事項をご記入の上FAX、
またはお電話にてお申込みください。
■問合せ・申込先 燕商工会議所 担当：山口
TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705

永年勤続従業員の表彰該当者推薦について
１ 25
30

産業財産権窓口相談日

月 日㈬
午後 時 分〜午後４時
9

事業承継
事業

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

９月上旬に燕商工会議所会員
事業所様宛に永年勤続従業員表
彰該当者推薦書を送付いたしま
した。従業員のうち該当者がい
られる場合は、９月30日（月）
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。記念
品は希望制（有無の選択可能）
です。記念品無しで賞状のみの
場合は負担金不要です。

表彰年数

負担金（記念品「有」の場合）

満10年

1人につき 1,700円

満15年

1人につき 3,100円

満20年

1人につき 3,100円

満30年

1人につき 4,500円

満40年

1人につき 6,500円

満50年

1人につき 8,000円

（注）満20年勤続者の表彰は新潟県商工会議所連合会会頭との連名で、また満30年以上の勤続者に
は日本商工会議所会頭及び新潟県商工会議所連合会会頭との連名で表彰いたします。

第450号（3）

募集！
！広告主を募集します！

産業カレンダーに同封する

2020年の産業カレンダーを１１月上旬ころ（予定）に商工会議所会員
事業所へ送付します。御社、貴店の広告チラシを一緒に同封しませんか？
発 送 先
募 集 先
負 担 金
広 報 物
募集件数
募集締切

燕商工会議所会員事業所
（1,900件程）
飲食業、小売業、サービス業の燕商工会議所会員事業所
小規模事業者 ３万円
（税込） 中規模事業者 ５万円
（税込）
A4サイズ。同封するチラシは事業所側で1,900部程ご用意下さい。
５件程度
9月30日（月）
（予定数に達しましたら締め切ります。
）

＊お申し込みは経営支援課

松川までご連絡下さい。
（電話63-4116）

中国・香港地域への調査ミッション報告
燕三条海外展開戦略会議

日本工業大学

客員教授

座長

横田悦二郎

（第二回）深圳から見えた未来都市への入口
我々視察団は深圳訪問初日から“衝
撃 の 深 圳”に 出 会 っ た。 ま る で 映 画
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の
世界に飛び込んだ様な驚きの連続がそ
こには存在していた。深圳で走る公共
バスやタクシーは全て電気自動車（以
後EV車と記す）であり、今年からは
トラックも順次EV車に代わる新時代
が始まっていた。我々を案内してくれ
た女性ガイドも「自分も近々米国テ
スラ社の最新型EV車を買う予定です」
と言う程、EV車が普通に存在してい
る。日本では「本当に近い将来EV車
の時代が来るのか？」という議論を未
だにしているが、そんな議論は意味が
無いばかりか「日本は“EV自動車”後進
国」ではないかと認識さえさせられた。
現在走っているそれらEV車は未だ自
動運転車では無いが、地域限定の自動
運転規制は中国政府指導によって即座
に可能になる環境や、深圳地域では既
に自動運転の為ソフト開発が活発に行
なわれていることや、街中に配置され
ている夥（おびただ）しい程の監視カ
メラシステム環境から推察すると、数
年後には「深圳は自動運転EV車が普
通に街中を走る世界で最初の地域」に
なることは間違いない。
深圳の驚きは未だ未だ続く。中国に
は三大IT企業と呼ばれるBAT（バイ
ドゥ、
アリババ、
テンセント）が存在し、
その内今回調査した深圳地域にはアリ
ババとテンセントがその拠点を構えて
いる。テンセント社はゲームソフトの
開発と運営及びインスタントメッセン
ジャーアプリ“ウィチャット” を提供し
ている従業員４万人の大企業である。
“ウィチャット”は、我々が今使ってい
る“ライン”や“フェイスブック“と似て

いるが、それらと違うのは単なる通信
手段だけではないことである。“ウィ
チャット”は通信手段以外に、ショッ
ピングやチケット予約、オンライン・
オフライン決済に加え配車や飲食店で
の注文まで様々なことが可能なアプリ
である。その為、中国では現金は使わ
れずにほとんどの人はこのアプリを搭
載したスマートフォンで決済をしてい
る。この新しい流通環境を利用してい
るのが電子商取引サイトを運営してい
るアリババである。深圳には街中に日
本と同じ様に幾つかのスーパーマー
ケットが存在する。しかしアリババの
スーパーが日本のそれと違うのは、顧
客が自ら来店し商品を買うことを業務
の主体としているのではないことであ
る。顧客はスマホからアリババにスー
パーで販売している商品を選んで注文
する。すると店内で待機しているアリ
ババ社員がその注文内容を見てスー
パーの棚から商品を取り、店の中に張
り巡らされている自動搬送装置を使い
即座に発送業務担当に回す。発送業務
担当者はバイク等を使い顧客の家まで
配達する。通常なら顧客が注文してか
ら15分から30分以内で自宅に届くシス
テムである。当然、顧客はスーパーに
直接来店し普通のスーパーと同じ様に
商品を買うことも出来る。現在、配送
はバイク便等使っているが近い将来、
深圳地区で技術開発が活発化している
自動運転のドローンや小型運搬車が使
われる予定である。このシステムが構
築されれば、日本で問題になっている
過疎地の買物難民課題や高齢者運転車
課題も即座に解決出来る“夢の世界”が
既に深圳では始まっていたのである。

つばめ会議所ニュース
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青年部は会員を
８月事業
交流親睦会を開催しました！ 募集しています！

青年部だより
会員数111名（9月1日現在）

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（中山聡会長）は８月23日、
明治屋にて８月事業を開催しました。近年入会し
た新入会員と既存会員との交流を目的とし、自社
企業の紹介をローテーションでそれぞれ行いまし
た。自社製品やパンフレットを持ち寄り、わかり
やすく説明をしていました。参加したメンバーか
らは
「新入会員と交流ができ、
有意義な事業であっ
た」
「入会したばかりで多くの方と交流すること
ができ、
今後更なる交流を深めていきたい」
といっ
た感想がありました。

会議所の動き

男女が互いの人権を尊重し、
一人ひとりの個性と能力を十分に発揮できる社会
の実現を目指して、
つばめ「人とひと」ふれあいフェスタ2019を開催します。

日時
会場

9月29日㈰

正午〜午後3時30分

燕市吉田産業会館

正午〜午後1時30分

男女共同参画に関する「絵本読み聞かせ」
「展示会」、
遊休品やハンドメイド雑貨等の「即売会」を行います。

（9月中旬〜 10月）

9月
25日㈬ マル経資金審査会
		
知的産業財産権相談会
26日㈭ 法律相談会
27日㈮ 3級簿記講座
30日㈪ メイドイン・ツバメ認定委員会
10月
1日㈫ 3級簿記講座
2日㈬〜 3日㈭ 燕三条トレードショウ
4日㈮ 3級簿記講座
6日㈰ 燕青空即売会
8日㈫ 工業部会正副部会長会議
		
3級簿記講座
9日㈬ 県央食品衛生協会燕支部 食品等の自主検査
11日㈮ 3級簿記講座
15日㈫ 3級簿記講座

午後1時30分〜午後3時30分
講演
講師

働く男女の生き方と仕事術

大渕 愛子氏 アムール法律事務所代表弁護士
「行列のできる法律相談所」2011.11〜2016.7 レギュラー出演

◎手話通訳・要約筆記あり
◎一時保育あり

１

※一時保育は要予約。9月18日（水）までにお申し込みください。
※対象は生後5カ月〜小学校2年生、定員は10名です。
※当日の12：00から講演会の整理券を配付します。

■お問い合わせ・一時保育申し込み

燕市地域振興課（TEL：0256-77-8361）
燕商工会議所

運輸・情報通信業部会

主催

燕商工会議所運輸・情報通信業部会（山田貢市部会長）
では、
「今更聞けない初めての
海外展開」
と題して、
セミナーを開催いたします。本格的な人口減少時代に突入する中、
国外を含めた新たな販路拡大や事業展開を進める企業が年々増加しています。
AIBA認定貿易アドバイザーの田辺良則氏を講師にお迎えし、初めての海外展開を考
えている企業の皆さんの不安や疑問点にお答えいたします。海外展開の第一歩として本
セミナーをご利用ください。海外展開をお考えの方に置かれましては、
是非ともお申込み
ください。

10月23日㈬

日時

午後3時〜午後5時

受講料

無料

燕商工会議所 ３階 ホール

会場

AIBA認定貿易アドバイザー

田辺

講師

良則

氏

「今更聞けない初めての海外展開」

研修
テーマ

■定
員：30名（★人数限定／先着順）
■申込方法：10月18日（金）までにFAX・電話にてお申込みください。
■申込み・問合せ先：燕商工会議所 経営支援課（担当：井畑／小林）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705

前回は、民法の「相続分野」に
関する改正のうち、配偶者居住権
についてお話をしました。
今回は、同じく「相続分野」に
関する改正のうち、遺言制度に関
する改正内容について、お話した
いと思います。
２ 自筆証書遺言
今回の改正があるまでは、自筆
で遺言書を作成するためには、遺
言者が、財産目録も含め、遺言書
の全部を自書（自筆）する必要が
ありました（民法第968条第１項）
。
財産目録には、預貯金であれば
銀行名や口座番号など、不動産で
あれば所在地や地目、地積などを
記載することになるのですが、そ
れらすべてを自書することは、特
に、財産をたくさん持っているよ
うな方にとっては、とても大きな
負担でした。
そのようなこともあって、今回
の「相続分野」に関する民法改正
により、自筆証書遺言の方式が緩
和されることになりました。具体
的には、自筆証書遺言に添付する
財産目録については、自書以外も

認められるようになりました（改
正後の民法第968条第２項）
。たと
えば、遺言者以外の人に財産目録
を作成してもらってもいいですし、
遺言者がパソコンを使って財産目
録を作成することもできます。ま
た、不動産については、登記事項
証明書を財産目録として添付した
り、預貯金であれば通帳のコピー
を添付したりすることも認められ
ます。
もっとも、自書ではない財産目
録の場合には、遺言者は、その財
産目録の各頁に署名押印する必要
があります（改正後の民法第968条
第２項）。このように署名押印をす
ることで、財産目録の偽造防止に
も役立つことになります。
なお、今回の改正は、あくまで
も自筆証書に「添付」する財産目
録に関するものですので、今回の
改正によっても、自筆の遺言本文
に、自書によらない記載をするこ
とはできません。
平山勝也法律事務所
弁護士

平山

勝也

次回は
「人を大切にする経営を目指して」を掲載いたします。

日本政策金融公庫からのお知らせ
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

10

月 日（火）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

社会保険労務士

まつかわ事務所

＜相続法の改正③＞

このコーナーはみなさまの生活に
関係する法律問題について、平山勝
也法律事務所のご協力により隔月で
連載しています。No.39 から全５回
にわたり、
「相続の分野」に関する民
法の改正についてお話をしていただ
きます。
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