燕商工会議所
第11回会頭杯ゴルフ大会
燕商工会議所では、６月１日に新
潟ゴルフ倶楽部を会場に、第11回
会頭杯ゴルフ大会を開催しました。
参加者は225名、またご協賛を
い た だ い た 事 業 所 数 は105企 業・
団体となりました。
当日は天候に恵まれ、晴天の中６
月のさわやかな風を受け絶好のゴル
フ日和となり、参加者は心行くまで
プレーを楽しみました。
順
優

位

勝

準優勝
３

位

氏

同日夕方から燕三条ワシントンホ
テルで表彰式が行われ、東北電力㈱
新潟県央営業所の稲毛真佐美さんが
優勝し、
賞品の「ソウルペア旅行券」
を手中にしました。
本大会でチャリティーホールを
10番ショートホールに設け、参加
者にチャリティーを募り、集まった
多くの善意を後日燕市に寄附すると
しました。

名

OUT

IN

GROSS HDCP

稲毛真佐美さん（東北電力㈱新潟県央営業所） 54

51

105

36.8

68.2

関谷廣幸さん（㈲関谷自動車）

41

84

14.4

69.6

43

NET

佐藤孝徳さん（佐藤金属興業㈱）

45

39

84

14.4

69.6

シニア優勝

吉田敬子さん（㈱吉田工業）

44

50

94

22.4

71.6

シニア準優勝

広川勝美さん（広川鍍金工場）

45

48

93

20.8

72.2

レディース優勝

内藤美枝子さん（スナックＭｉｓｔｙ）

47

50

97

25.6

71.4

レディース準優勝

石塚あゆみさん（㈱第四銀行燕支店）

52

53

105

33.6

71.4

ベストグロス
（１位） 竹内邦彦さん（㈱燕タクシー）

38

41

79

4.8

74.2

ベストグロス
（２位） 阿部慶三さん（㈱中央モータース）

39

40

79

8.0

71.0

お申し込みに関して

夏の祭りで盛り上がる「燕1000人みこし」今年は飛燕夏まつりがゲストにサンシャイン池崎を迎え一緒に担ぎます。
皆んなでワイワイ担いで友達を作りましょう。※カップリングなし

7月20日（土）午後3時〜午後7時

30人前後
男性3,000円 女性2,000円
燕駅交番前付近
（燕市本町）
集合場所
持ち物
短パン Tシャツ
（色柄は指定ありません）
歩いて
（徒歩7分）
会場へ向かいます
※足袋とはっぴは貸し出します
車の人は別駐車よりシャトルバス利用
対
象 独身の男女 20歳〜39歳まで
申込期限 7月18日 午後3時まで
申し込み方法 電話またはメールで氏名、
住所、
年齢、
電話番号、
メールアドレス、
足のサイズをお知らせください
と

き

定

員

参加費

問い合わせ・申し込み先

結婚応援団燕縁の会
（新田） ☎090-5994-1629
電子メール yuuya14@softbank.ne.jp ホームページ http://sukoyakakazoku-city-tsubame.jp/enen/
後援／飛燕夏まつり行事部

幹事さん、お任せください

5名様より50名様くらいまで

◎飲み放題コース（2時間）

4,000円コース（オール込み）
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）

社会保険労務士

まつかわ事務所

燕1000人みこし実行委員会 （公社）
つばめいと

つばめ会議所ニュース

（2）第447号

令和元年６月15日発行

毎週水曜日・午後７時 分まで

日曜窓口

30

分〜正午まで

敬称略・50 音順

毎月第２日曜日・午前８時

第一回小規模企業振興委員会
連絡会議

※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︒

小規模企業振興委員会（吉塚道夫委員長）では、5月31日に萬会館において第一回目の連
絡会議を開催。
大澤専務理事から委嘱状を手渡され19名による新体制がスタートしました。
吉塚委員長より「燕市の商工業の明るさを取り戻せる一助となるよう、商工会議所と連携を
取っていきたいと思います」と挨拶。議題では令和元年度の商工会議所運営方針・事業計画の
説明と今年度の振興委員の事業計画について意見交換が行われました。

30

7
／

7
／

3

・
14 10

吉塚

道夫

岡部

幸康

小黒

猛

川崎

栄治

捧

みちる

更科

充夫

島田

康則

関川 紀雄

高橋 治文

高橋

誠

・

17
・
24
・
31

＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政
高橋

弥一

高畑

進

時田

勇

長谷川克一

星

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。
（2019/5/27認定）
商

品

名

企業名

hecta design Wood HammockChair
Stand

㈲小澤工業

チタン製スタッキングマグ

㈲片力商事

丸山

森田

正英

山口

米山

茂

7
／

隆

18
（木

AIの浸透 〜取り残されるのか日本の企業と社会〜

3年で4倍、10年で100倍に発展しているＡＩ
（人工知能）の「光」と「影」とはどん
なものか。また、
ＡＩで遅れを取る日本と、プライバシーを無視して急速な発展を遂げ
る中国の現状についてなど、
ＡＩの基礎から最新情報までを、動画やスライドをふんだ
んに使って分かりやすく解説します。
日時

認証日

2019/
5/27

正樹

燕市役所会議室101

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！

正巳

6月25日㈫ 午後3時30分〜5時

会場

燕商工会議所 ３階 大ホール

定員

100名

講師

IT評論家

長谷川

文雄

氏

相談

参加費
無料

の

■共催：株式会社遠藤製作所

五十嵐まで

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

象

者

今年度の住民税非課税者
※住民税課税者と生計同一の
配偶者や扶養親族、生活保
護対象者などは除きます。

平成28年４月２日から令和元
年９月30日までに生まれた子
が属する世帯の世帯主

購入限度額

25,000円（販売額20,000円） 25,000円（販売額20,000円）
×対象児童数

割

20％

引

率

10

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6月27
日（木）です。認定ご希望の場合、2営業日前（6月25日（火）
）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

対

30

分〜午後４時

hecta design Wood HammockChair Stand

■プレミアム付商品券の概要

時

チタン製スタッキングマグ

１

午前

午後
本年10月に予定されている消費税・地方消費税率引き上げによる低所得者・子
育て世帯への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするた
め、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行・販売を行います。

23

日㈫

日㈫

25

7

月

月

6

産業財産権窓口相談日

お申込みお問合せは、燕商工会議所 経営支援課
TEL：0256-63-4116

＝問い合

燕市役所市民

0256-

専門はシステム工学、都市情報学。米マサチューセッツ工科大学建築都市研究所研究
員、東京大学先端科学技術研究センター助教授、東北芸術工科大学大学院長を歴任。現在
はIT評論家として講演や執筆活動を精力的に行っている。

■主催：燕商工会議所

1

販 売 単 位 １冊4,000円（商品券１枚500円×10枚綴り5,000円分）
５冊まで購入でき、分割購入も可
該当すると思われる方には、 申請不要
申 請 期 間 ７月上旬に申請書を郵送します。 ※該当する世帯には、９月以降
に購入引換券を郵送します。
販売及び
利用期間
例

令和元年10月１日〜令和２年３月31日

夫婦がともに住民税非課税者で、３歳の子どもが１人いる世帯の場合、「住民税非
課税者３人分」
＋
「子ども１人分」
＝最大10万円分の商品券を８万円で購入ができる。

■プレミアム付商品券の取扱店を募集します。
商品券取扱店舗

市内に店舗などを有する事業者
※詳細は、市ホームページをご確認ください。

詳細は、市ホームページをご確認ください。

●申請、お問い合わせ先
燕市プレミアム付商品券事務室
事業主のみなさんへ

電話

0256‐77‐6722

労働保険年度更新手続きはお早めに !!

労働保険年度更新及び一般拠出金申告・納付手続きはお済みでしょうか。

申告書の提出と保険料の納付は、今年度は7月10日㊌が期限 です。
まだ、
お済みでない方は、
お早めに手続きをしてください。
なお、
詳しくは、
労働基準監督署にお尋ねください。

労働者を一人でも雇用する事業主は
労働保険
（労災保険・雇用保険）の加入手続きが必要です。
三条労働基準監督署

電話 0256 ー 32 ー 1150

飛燕夏まつり二日目（21日）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17日
（水）18日（木）の2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。

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

令和元年６月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

6
／

19
・
0 26
7
4
1

〜 月

6
7

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

7
／

午前

8
木）

時〜正午

10

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㈭

18

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

7

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

燕商工会議所では、
吉田商工会
（星
野光治会長）
、分水商工会（高野文
夫会長）の協力のもと、各団体の順
番で燕市と商工団体懇談会を開催し
ています。
５月23日、関東経済産業局長の角
野然生氏を招き、懇談会を開催しま
した。
更に今回は、弥彦村、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も
参加しました。
講師の角野関東経済産業局長は、
細田健一衆議院議員と経済産業省の
入省が同期で、東日本大震災の復興
に努められた方です。自身の体験を
もとにした経済政策等について解説
しました。セミナーの後半では「兼
業・副業により本業の仕事の効率

が上がり、モ
チベーショ
ンアップとな
り、新たな企
業 の 誕 生 や、
副業が本業と
なる」等につ
いて解説があ
りました。
また、今回
の席では鈴木
力燕市長よ
り、 下 町 ロ
ケット効果や、さらに「角野関東経
済産業局長より尽力をいただき、番
組の弁護士モデルとなった鮫島弁護
士を当地に招くことができるように
なりました」と報告があり、和やか
な雰囲気で懇談会が行われました。

燕三条エフエム放送㈱に
関東信越
国税局長が
感謝状
燕三条エフエム放送㈱（阿部傳・
代表取締役社長）は５月23日、長年
の国税広報に協力し税務知識の普及
と納税思想の高揚に努め、税務行政
の円滑な運営に貢献してきたことが
評価され、関東信越国税局垣水純一
局長より感謝状が贈られました。
授与式は燕三条エフエム放送で行
われ、巻税務署の桒山路子総務課長
が司会を務め、巻税務署の笹崎浩孝
署長が感謝状を読み上げ、坂本洋司

会長が社長に代わり感謝状を授与さ
れました。
なお、当日は三条税務署の宇佐田
一雄署長や金子賢司総務課長が立ち
会われ、燕三条エフエム放送㈱から
は三条署の１日税務署長を務めた
“さとちん”等も同席しました。
燕三条エフエム放送㈱では、公共
的放送の立場から引き続き、税務行
政等に対し広報・周知活動を行いま
す。

日本政策金融公庫 国民生活事業による

『一日公庫』
in 燕商工会議所のご案内

開催日●7月23日
（火）
時 間●午前10時〜午後３時
場 所●燕商工会議所
（燕市東太田6856）

この度日本公庫と連携し、当商工会議所にて、上記の日程で「一日公庫」を開催いたします。
「一日公庫」では、日本公庫の融資担当者が、融資のお申込をいただいたお客さまとご面談いたします。

■「一日公庫」
はこんなにお得！

■こんなご要望はありませんか？

日本公庫まで足を運ばなくても、当商工会で
融資担当者とのご面談が可能です。
経営指導員が待機しているので、安心してご
面談をお受けいただけます。
融資の審査結果は、事前に決算書等の資料を
提出していただければ、その日にご連絡するよ
う努めます（ご面談の内容等により、審査結果のご
連絡が後日となることもあります。）。

ご連絡先

2020年3月
新規高等学校
卒業予定者
求人申込み
説明会
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
ク巻との共催と燕市の協力により５
月16日（木）に燕市吉田産業会館を
会場に『2020年３月新規高等学校等
卒業予定者求人申込み説明会』を開
催しました。
第一部の説明会では、ハローワー
ク巻の担当官から昨年の職業紹介状
況をはじめ求人申込み手続き等の注
意点の説明と新潟労働局雇用環境・
均等室の担当官からは所管する制度

について説明があり、104社が参加
しました。
第二部の『企業と学校との名刺交
換会』では、企業93社、学校17校・
38名の先生方の参加があり、参加者
数は年々増加しています。
巻公共職業安定所管内雇用協議会
では、７月10日（水）午後１時30分
に燕三条地場産業振興センターを会
場に2020年３月卒業予定で就職を希
望する生徒に向けた、
『企業説明会』
を開催します。

日本金属ハウスウェア工業組合
通常総会

日本金属ハウスウェア工業組合
（池田弘理事長）は、５月31日に第
55回通常総会を萬会館で開催し、平
成30年度事業報告・収支決算、平成
31年度事業計画、収支予算をいずれ
も原案通り承認、可決しました。ふ
るさと納税事業が好調であり事業規
模はいずれも２億円を超すものとな
りました。30年度は昨年度に引き続
き、燕市に150万円寄付しました。
池田理事長は「当組合は国直轄の
工業組合ですので国と直接話をする
ことが出来ます。皆様のご意見を国
へ挙げていきますのでどんどん組合
の方にご意見をください」とあいさ

つしました。また、昨今報道されて
いるトリクロロエチレンの問題に触
れ「皆さんは工場の基準については
順守されているところですが環境基
準はそれよりかなり低い値となって
おります。引き続き排出の基準は
守っていきましょう。現在この地域
ではトリクロロエチレンに起因する
ガンなどの病気は他地域に比べて有
意差はありません。風評被害が起こ
らないようにしていかなくてはいけ
ない」と述べました。
また、役員改選が行われ、本間副
理事長が退任し、新たに竹越副理事
長が就任しました。

テクノスクール
企業説明会

従業員へ夏のボーナスを出してあげた
いので、資金を準備したい。
設備が老朽化したので、新しいものに買
い替えたい。
など、さまざまなご要望に、
「一日公庫」を
ご活用いただけます。

ご相談や融資制度のお問い合せも可能です。
お申込・ご相談を希望される方は、7月16日（火）
までに、
ご連絡票にご記入のうえ、当商
工会議所（下記）
まで、FAXもしくは郵送にてご連絡ください。お待ちしております！

燕商工会議所 担当者【山口・早川】
〒959-1289 燕市東太田6856
TEL：0256−63−4116 FAX：0256−63−8705

燕商工会議所工業部会では、５月
27日に三条テクノスクールと協力
し、企業説明会を開催しました。一
般的な企業説明会とは違い、採用担
当者との距離が近く、お互いに質問

しやすい形式をとっております。４
年目となる今回は、14社の事業所が
参加。訓練生90名は、実際の製品や
動画を見ながら、熱心に事業所の話
に耳を傾けていました。

人事評価制度セミナー
受講料

無料

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、
『これからも働き続
けるには？』
を大テーマに、違う立場・違う環境の方同士のフリートーク会を開催します。

とき・小テーマ

事業承継
事業

令和元年度
燕市商工団体懇談会

第446号（3）

7月8日（月）

「職場環境について」

8月5日（月）

「コミュニケーションの取り方」

午後2時〜3時30分
午後2時〜3時30分

9月2日（月）

午後2時〜3時30分

「キャリアプラン」

●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 各回10名程度 ※応募多数の場合は抽選
●申込期限 ６月1日（土）〜20日（木） ●申込方法 電話または電子メール
●申込・問合せ 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

講座内容

●人事評価の最新情報
●エンゲージメントを向上させる人事評価

※エンゲージメントとは、社員の会社に対する「愛着心」や「思い入れ」と解釈されています。

●働き方改革最新動向
●人事評価制度のポイント・ワークショップ（評価制度の構築を体験）
講師 ㈱あしたのチーム
日時
会場

本部長

7月24日㈬

田尾

豊

氏

午後1時30分〜午後3時30分

燕商工会議所 ３階 ホール

■定
員：30名（定員になり次第締め切ります）・社員の生産性を向上させたい
■申込方法：申込書に必要事項を記入の上、FAX ・採用力を向上させたい
にてお申込みください。
・離職率を軽減させたい
■問合せ先：燕商工会議所・中小企業相談所
・管理職を育成したい
TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8705
・労務リスクを回避したい
http://www.tsubame cci.or.jp/

つばめ会議所ニュース

（4）第447号

令和元年６月15日発行

青年部だより 第一回定時総会を開催しました！ 青年部は会員を
会員数107名（6月1日現在）
募集しています！
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）では、５月24日に
令和元年度第一回定時総会を開催しました。中山会長は
「今年度は元号も新たになり、さらに活発な活動を行っ
ていきたいと思います」と挨拶しました。総会では平成
30年度事業報告書及び収支決算書について、齋藤常任理
事より説明され、承認されました。
懇親会には燕市商工振興部 小澤部長と、燕商工会議
所 原田副会頭、瀬戸事務局長をお招きし、例年にも増
して格式ある会となりました。

会議所の動き

（6月中旬〜 7月）

6月 17日㈪ 労働委員会第1回正副委員長会議
		
トルコにおけるJICAとのパートナーシップ・セミナー
18日㈫ 常議員会／燕機械工業会 通常総会
19日㈬ 第2回首都圏等特別委員会／一期一会の会定時総会
20日㈭ 法律相談会／燕青色申告会通常総会
21日㈮ 青年部 6月例会
21日㈮〜 23日㈰ 平成31年度ブリッジにいがた展示即売会（ハウス組合）
24日㈪ マル経資金審査会
25日㈫ 知的産業財産権相談会／明治大学 長谷川文雄 講演会
26日㈬ 通常議員総会
27日㈭ メイドイン・ツバメ認定委員会
		
巻公共職業安定所管内雇用協議会定期総会
		
燕市立小・中学校の発展を願う市民の会通常総会
28日㈮ 磨き屋シンジケート 定時総会
7月
9日㈫ 燕三条トレードショウ実行委員会／燕市国際交流協会総会
10日㈬ 新規高等学校卒業予定者企業説明会

No.3
燕商工会議所では、
「 地元就職を考えている学生」、
「 転職・再就職を検
討されている方」を対象に、求人企業情報サイト「つばめjobナビ」を運営
しております。現在80件以上の企業が登録されています。是非一度ご覧
ください。
また、サイト内にて、実際の職場を体験できる「社会人インターンシッ
プ」の受付も行っております。就職前に仕事内容や職場の雰囲気を、知る
ことが出来る貴重な機会です。自社製品やお米などの
記念品もご用意しております。奮ってご活用ください。

●つばめjobナビ事務局●
五十嵐 0256-63-4116

つばめで実際に働く先輩の声を紹介します。

実際に燕で働く先輩社員のインタビュー記事と動画も掲載してい
ます！高い技術力を誇る燕地区の魅力や、やりがいについて話して
くれています。各事業所個別の紹介動画も随時追加中です！工場内
部や社内の雰囲気、社長の考え方などを知ることが出来ます。少し
でも興味があれば、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。

このコーナーはみなさまの生活に
関係する労務管理について、隔月で
連載いたします。

あっという間に元旦から半年が過
ぎようとしています。多くの方が新
年の誓いを立てたと思うのですが、
達成もしくは継続されていますか？
アメリカでの調査によると、新年
の誓いに関して１年後の挫折率が
92％で、しかも１月12日頃という早
い時期にほとんどの人が挫折する傾
向とのこと。
では、なぜ挫折するのか。それは、
大きな夢とそれを実現するための計
画を綿密に立てた時点で、素敵な自
分に変身する姿を想像して脳に報酬
を与え満足してしまい、実際に大き
な夢のための大きな課題（面倒くさ
いこと）を実行する時には、脳は全
力でやらないように言い訳を考え実
行させないから、といいます。
大きな夢を実現するために、まず
は「小さな目標」
、かつ、
「極めて具
体的な目標」で、
「簡単にすぐできる
こと」を、今から（５秒以内に・脳
に言い訳させない）始めて、私と一
緒にダイエット（など）を成功させ
ましょう！
さて、社労士のお仕事として、ハ
ラスメントの研修や助言、コンサル
ティングがあります。
「女性活躍・ハ
ラスメント規制法」
（５本の法律が一
括改正）が５月29日に成立いたしま

したが、その中でも一番注目される
のは、パワハラ防止のための措置義
務が法律に明記されたことでしょう。
中小企業についても早ければ2022年
４月より施行される見込みです。
ハラスメントはいまや労働トラブ
ルの最大の課題となっており、かつ、
退職理由の本音ランキング（リクルー
ト調べ）でも、人間関係が退職の引
き金になっていることが読み取れる
状況です。
いずれ義務になるのであれば、ぜ
ひ５秒以内に部下へ、上司へ、やり
ましょう！と行動してみませんか。
そして今から、注意をする時には、
「小
さな範囲の行動（たたみかけない・
広げない）」を「具体的な注意（部分
否定に留める）」により行う、といっ
たことから始めるのも良いと思いま
す。
燕は本当に働きやすくて働きがい
のある地域と思われるよう、まずは
私自身から始めたいと思います。
燕商工会議所
顧問社労士

井上智玄

（2019年6月132㌔／３㌔減）

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★
（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。

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

【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

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

国民生活事業

7

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

日本政策金融公庫からのお知らせ
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