第18回 200メートルいちび
燕笑店街イベント「200メート
ルいちび」が8月25日、200メー
トル実行委員会（遠藤重樹委員長）
・
燕市・燕商工会議所小売商業部会・
（協）燕市商店連合会の主催により、
商店街メインストリートで開催され
ました。
この200メートルいちびは、商
店街の活性化と賑わいを取り戻そう
と、若手店主を中心とした２００
メートルいちび実行委員が企画。毎
年８月に開催しており、今年で18
回目となりました。
台風の影響で当日は天気が心配さ
れましたが、時間の経過とともに天
気も回復していきました。ツバメル
シェでは「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

賑わいました。
燕市産業振興部小澤部長、当所中
野副会頭の挨拶に続いて、遠藤実行
委員長の開会宣言でイベントがス
タート。
コンセプトは
「昭和レトロ」
。
昔ながらのナポリタンやかき氷、焼
鳥やカレーなど多くの店が軒を連ね
ていました。
昨年に引き続き「作ってあそぼう
いちび蛍」では、子供たちが半紙に
好きなイラストを描き、LEDキャ
ンドルに巻き付けました。点灯後に
は夏の夕暮れを幻想的に照らしまし
た。
毎年大人気の「遊びの天才広場」
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」は燕東小学校
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

燕三条トレードショウ2018開催！
燕三条で製造される多彩な商品を、全国や海外に発信する。ものづくりのまち燕
三条を支える目利きの力。そんな「目利きのまち、燕三条」を発信する展示会が、燕
三条トレードショウです。卸売業だけでなく、燕三条の製造業、ものづくりをもっと
もっと発信したい！と燕三条を盛り上げる為に開催されます。是非ご来場ください。

日時
会場
■来場予定
■取扱商品

10月3日（水）〜4日（木）

10:00〜17:00（二日目は16:00まで）

燕三条地場産業振興センター多目的ホール
5,000 人（２日間 ＜BtoB＞）
国内および海外バイヤー「百貨店、専門店、量販店（ホームセンター、
ドラッグストア、通販会社）、ホテル、通販会社、貿易商社」
生活雑貨、業務用厨房用品、園芸用品、利器工匠具、DIY 用品、
ギフト用品、介護用品等

た。車両の展示コーナでは除雪車を
はじめ、自衛隊コーナー、消防コー
ナー、交通安全コーナーにて子供た
ちと記念撮影を行いました。
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2
倍から10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、つばめ福祉会
による「燕芸祭」が開催され、会場
を盛り上げました。
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。

H29年11月より生命共済がリニューアルスタート！

会員福祉共済制度「つばめ共済」のご案内
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素から当所の事業活動につきまして、
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当所は会員事業所の福利厚生の充実を目的に、当所会員の皆様だけにご加入いた
だける「会員福祉共済制度」を運営しております。昨年度11月より保障内容を充実させて、
お役立ていただきやすいようリニューアルしております。今般、11月更新より66歳以後の月掛
金を低料化し更に加入しやすくいたしました。
平成30年11月には、リニューアル後１年を迎えることとなりました。今回、再度「つばめ共済」
のご利用を広げるべくキャンペーン（H30年9月3日〜 17日）を開催いたします。
つきましては、会員福祉共済制度のご説明に当所職員及び当制度担当推進員がお伺いい
たしますので、このご機会にご検討賜りますようご案内いたします。
敬具
当制度の特長
・当所会員事業所・特定商工業者の役員・事業主・従業員の方が加入できます。
対象は15 〜 70歳までの方。
・66歳以上70歳までの方は、1口死亡保険金50万まで新規で加入できます。
・所定の入院給付金は、日帰り入院から保障されるようになりました。
不慮の事故による入院給付金に加え、新たにガン入院一時金、６大生活習慣病入
院一時金（＊）がつきました。

＊対象となる6大生活習慣病…糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患、肝硬変、慢性腎不全

・新たにガン先進医療一時金がつきました。
・当所独自の見舞金（事故通院、病気入院）、祝金（結婚、出産、65歳以降継続加入
御祝品）
、助成金（脳検査【燕労災病院】）がついています。
・新たに健康増進に役立つ新付帯サービスが付きました。
・ご加入は1年更新で、医師の診査は必要ありません。
・剰余金が生じた場合、配当金としてお返しします。
・業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・各種手続きは当制度の引受保険会社であるアクサ生命保険㈱の推進員が承ります。
月掛金の変更（H30年11月分より）
66歳〜 70歳 男性1,635円 (−212円、旧:男性1,847円）
女性1,088円 (−67円、旧:女性1,155円）

【お問合せ窓口】

燕商工会議所

詳しくは、当制度のパンフレットをご覧ください。

総務課 TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705

【取扱引受保険会社】

アクサ生命保険㈱

新潟支社

燕営業所 TEL：0256-63-4969

つばめ会議所ニュース

（2）第438号

場

参加費

燕三条ワシントンホテル
３階
「芙蓉の間」
5,000円

… 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 …
■まずはご連絡ください■

TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8705
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

10月6日㈯

午前9時〜12時

【㈱スマイルファーム代表/
ウェブ解析士マスター】

■講師 安達里枝 氏

【㈱サマンサハート代表/

・商品サービスの売価設定と、事業コンセプトやビジネス 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
プランの統括 ・商品、
サービスの開発法

10月20日㈯

午前9時〜12時

・新規開業の諸手続きと実務、補助金について
・労働保険について

10月27日㈯

午前9時〜12時

・事業成功のためのインターネット活用法

11月10日㈯

午前9時〜12時

・店舗やオフィスの設計プラン
・初期コストを抑えてスタートするには

11 24

第8
月
日㈯ 午前9時〜12時
講座
・閉講式 ・受講者による事業発表プレゼン
【特別講座】
・特別講師による講演
お問合せ・
お申込み

■講師 捧みちる 氏

午前9時〜12時

・事業継続のための資金調達や投資回収の仕組み
・会計基礎知識

11月3日㈯

【捧会計事務所/税理士】

【捧会計事務所/税理士】

■講師 捧みちる 氏

【㈱スマイルファーム代表/
ウェブ解析士マスター】

■講師 安達里枝 氏

【住空間収納プランナー/
越後収納美人主宰】

■講師 小林理恵子 氏

終了後 12月8日㈯
さらに！ 午前9時〜11時
アフターフォロー講座開催！
（個別相談会付）

協栄信用組合 営業推進部（担当：岡部）TEL0256-61-1507

主催：協栄信用組合／共催：燕市、燕商工会議所、日本政策金融公庫／協力：ハート♥美人

満15年

1人につき 3,000円

満20年

1人につき 3,000円

満30年

1人につき 4,500円

満40年

1人につき 6,500円

9

満50年

1人につき 8,000円

25

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。

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

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

１
30

9

19

10

時〜午後３時

第7
講座

午前9時〜12時

・ビジネスチャンスの見つけ方
・マーケット発見の方策

過去受講生の創業実績多数
燕での創業に全力で応える講座

1人につき 1,600円

午前

第6
講座

その4

満10年

日㈬

第5
講座

9月29日㈯

その2

負担金（記念品「有」の場合）

月

第4
講座

無料でも価値ある講座
協力体制万全でサポート

の

表彰年数

（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。

協栄信用組合 本店にて開催

相談

分〜午後４時

第3
講座

その3

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28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。
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。

時

第2
講座

その1

永年勤続従業員の表彰該当者推薦について

午後

特徴

会場は、全講座

実施内容を発表しました。今年度
燕商工会議所（田野隆夫会頭）で
の戦略として二人ペアで共済推進
は、
８月23日
「秋のダブルキャンペー
し、最優秀ペア賞およびチーム賞獲
ン」進発式を開催しました。冒頭の
＝問い合
得を競うとしました。また、百束局 燕市役所市
あいさつで田野会頭は「自社商品に
0256長より春のＢＷＣキャンペーンの表
自信を持ち、かつ商品知識が豊富な
彰を受けました。さらに、第二弾
営業マンに魅力を感じる」とし、ま
行 政
た「気配りのある営業マンは、お客 「BWC福祉制度キャンペーンＰＡＲ
1
Ｔ ２（ 実 施 期 間 ９ 月18日 ～ 11月30
様の信頼を得られる」としました。
日）
」についてアクサ生命保険㈱長
次に、アクサ生命保険㈱北信越営
業局百束局長よりあいさつがあり、 岡新潟支店長、畠中燕営業所長が説
明し、秋のキャンペーンで全国１位
「春のキャンペーンの会議所の皆様
を奪取するとしました。最後に、ア
のご協力に大変感謝します」としま
クサ生命保険㈱の新人推進員５名に
した。
より「会議所職員とアクサ推進員が
当所から24名、アクサ生命保険㈱
＝問い合
帯同推進し目標達成に向けて邁進す 燕市役所市民
から28名が出席し、第一弾「平成30
0256る」
と力強く決意表明を行いました。
年度第27次つばめ共済キャンペー
その後、
情報交換会を開催しました。
ン（実施期間９月３日～ 17日）
」の

日㈫

無料

どなたでも

10
10 ／
／ 3
14 ・
10
・
17
・
24
・
31

月

受講料

30

産業財産権窓口相談日

創業・起業を成功させる
「創業計画・経営計画」
が作成できる

30

毎週水曜日・午後７時 分まで

会

日曜窓口

参 加 者 募 集
10月4日㊍ 午後5時〜（受付：午後4時〜）

東京つばめ交流会

集まれ！
第8回
燕を応援してくださる方

進発式開催

分〜正午まで

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25
日（火）です。認定ご希望の場合、1営業日前（9月21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

「秋のダブルキャンペーン」

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。

平成30年度

※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9月15日発行

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●9月19日（水）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

社会人
インターンシップ
受付開始
転職や再就職を考えている方を対象に、実際に燕の事業所の仕事を体験で
きる「社会人インターンシップ」の受付を開始しました。朝礼から終業まで
体験することで、文章や工場見学では伝わりにくい、職場の雰囲気を知るこ
とができます。体験後には、記念品も受け取れます。詳細・お申し込みは、
求人情報サイト「つばめjobナビ」からお願いします。また、
この取り組みにご協力いただける事業所も合わせて募集して
おります。
お問合せ●五十嵐

0256-63-4116

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

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

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9月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

9
／
19 9
・
0 26
10
7
4
1

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

月はありません︒

10

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

労働委員会

燕市商工会
団体懇談会

燕商工会議所（田野隆夫会頭）は、
８月31日、弥彦温泉「山本館」を会
場に、吉田商工会、分水商工会、弥
彦村商工会の協力により燕市商工会
団体懇談会を開催しました。
この懇談会は平成27年度から実施
しているもので、来賓に鈴木燕市長
をお迎えしました。今回のテーマは
「農地転用・農業振興地域除外によ
る産業振興」
。市にお願いしている
アンケート経過等について、また連
携事業で行っている循環バスの利用
状況について、鈴木燕市長より説明
があり、その後、懇談を行いました。
鈴木燕市長から、
「農地転用しても
いまだ未利用の土地があり、それが

第438号（3）

弊害となっている。まずこの問題を
解決しないと次のステップである農
業振興地域の除外が難しい。陳情を
行っても許可がおりない。また、大
規模な工業団地が造成されている地
域もあるが、そこは、農地転用の未
利用地がないため」としました。ま
た、
「協議会の設立や、商工団体等
による陳情活動で、議論が進み、解
決策となりうる」という市長の提案
に対しては、すべての商工団体が賛
同しました。
出席者は、鈴木燕市長、星野吉田
商工会長、高野分水商工会長、鈴木
弥彦商工会長、田野燕商工会議所会
頭など20名が出席しました。

燕商工会議所労働委員会（原田新
三郎委員長）では９月７日、労働委
員会を開催しました。この委員会は
主に産業カレンダー、
永年勤続表彰、
労務セミナーなど企業の労働環境改
善の事業を行っています。
今回の委員会の審議内容は、来年
の産業カレンダーについてで、三条
商工会議所と調整しつつ進めていま

すが、例年と違い来年は元号が変わ
ること、現在において来年は即位の
礼の祝休日の取扱が国会で決まって
いないこと。そして、働き方改革法
案によって、有給休暇の取得義務化
を考慮する必要があることなど、今
までとは違った観点で審議してお
り、最終作成準備に入るため、慎重
に審議しました。

首都圏等人材交流特別委員会

つばめ輝く女性表彰
談会
2018候補者を 募集
の

あらゆる場面で女性が活躍できるような社会の実現を目指して、
燕市では「つばめ輝く女性表彰2018」を実施します。

案内
月
日㈭

11

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

10

午後
時

１

分〜午後４時

30

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

■表彰対象

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

つばめ輝く
女性賞

燕市在住もしくは市内で事業所や地域などさまざ
まな分野で挑戦し、活躍している女性で、輝く女性
の身近なモデルになる女性。1名程度。

つばめ輝く
女性応援賞

女性が活躍しやすい環境づくりに積極的に取り組
む燕市内の事業所、団体。1事業所（団体）程度。

■応募方法（自薦・他薦は問いません）
推薦書（自薦の場合は応募用紙）を電子メールまたは郵送で提出してください。用
紙は、燕市のホームページからダウンロードできるほか、燕市役所・燕商工会議
所・吉田商工会・分水商工会・農協などの窓口にも用意してあります。
■応募期限 9月3日（月）〜10月26日（金）まで
■お問い合わせ・提出先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市企画財政部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

燕市からのお知らせ

「クリーンデー燕」にご参加ください
10月6日㈯ 全市一斉の環境美化活動
〜清潔で美しいまちづくりへの参加と交流〜

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
及び事業所が主体的に参加し、市内全域のごみ拾い・清掃を一緒に行うものです。
ご自分の事業所のまわりの環境美化に努めませんか。
◆と き

10月6日
（土） 午前6時〜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います。
※実施日以外でも、
環境美化活動の参加を希望される場合は市役所
生活環境課まで、
ご相談ください。
◆内 容

空缶・空ビンなどごみ拾い。
回収したごみは、市役所生活環境課が回収いたします。
◆申込方法
生活環境課へお問い合わせください。
後日、申込用紙をお渡しいたします。

問合せ先

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）

燕商工会議所首都圏等人材交流特
別委員会（細川哲夫委員長）では毎
年東京で燕市を応援してくれる、そ
して首都圏で活躍している地元出身
者と集う「東京交流会」を開催して
います。
今年度は10月４日に燕三条ワシン
トンホテルで開催する予定で、燕三
条トレードショウや工場の祭典を見

てもらおうと企画しました。
委員会では、８月31日に首都圏等
人材交流会会議を開催し、首都圏側
の出席者を確認したところで、せっ
かくの地元開催に多くの首都圏から
の応援者から参加してもらおうとさ
らに委員の方々に協力をお願いしま
した。

第２回小規模企業振興委員
連絡会議を開催！
小規模企業振興委員（吉塚委員
長）では、８月29日に第二回連絡会
議を開催しました。今回の連絡会議
では、来年10月に予定されている消
費税増税と軽減税率導入について受
講。導入までのスケジュールや必要
な対策について認識を深めました。

また、国の軽減税率対策補助金につ
いても、専門家から事業説明を受け
ました。
消費税転嫁対策、軽減税率導入に
ついて不明点があれば、会議所職員
やお近くの小規模企業振興委員へお
気軽にご相談ください。

第38回
「燕青空即売会」開催について
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！
金属複合加工の町として世界的に有名な、
燕産地ならではのクオリティーの高い金属洋
食器や台所用品、家庭雑貨、伝統工芸品を年に一度、一日限りの特別価格で提供し、地域の
方々を始め、県内外からのお客様に喜んでいただき、燕産地のＰＲと活性化を図ることを
目的としております。
多数の皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開 催 期 日●

10月7日（日）午前8時30分
〜午後3時30分（雨天決行）

会
場●燕市物流センター地内
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
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

つばめ会議所ニュース

（4）第438号

平成30年９月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

青年部だより
会員数112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：634116）までお気軽にお問合せください！

8月例会 企業価値と生産性を更に
高めるための最新IT活用セミナー
燕商工会議所青年部（齋藤隆範会長）は、８月23日明治屋にて８
月例会を開催しました。三井住友海上経営サポートセンター 経営
リスクアドバイザーの目黒ゆかり氏より講演がありました。目黒氏
は、
「長時間労働が問題の中、業務量の軽減のため、IT投資を行っ
ていくことが必要」としました。また、場所や時間にとらわれず、
柔軟に働くことができる「テレワーク」を推奨し、円滑に導入する
ためのアドバイスがありました。

会議所の動き

大好評！今年もやります元気応援！
！新入会員大歓迎!!!
平成30年度

第14回

日

時

燕商工会議所会員大会

9月

ご案内

正午〜午後2時30分（受付：午前11時30分〜）
午後6時〜午後8時30分（受付：午後５時30分〜）

燕三条ワシントンホテル

場

定

員 前半コース200名／後半コース200名

10月

参 加 費 お１人様 3,000円
（お食事はスペシャルメニュー＆飲み放題です）
申込方法 申込書にご記入の上、

25日㈫

メイドインツバメ認定委員会
知的産業財産権相談会

7日㈰
11日㈭

HIENプロジェクト会議
第38回青空即売会
法律相談会

No.85

参加費を添えて、燕商工会議所窓口までお申し込み下さい

締

切 9月25日
（火）厳守

2年半ぶりの新曲

大 会 内 容
◆商工会議所活動報告
◆交流パーティー
◆アトラクション

♬

変貌する子どもたち

♪鬼灯（ほおずき）
お楽しみ下さい。

♪

◆お楽しみ抽選会♪空クジなし

注

意 座席順は事務局にて指定させて頂きます。
座席決定後ハガキを発送致します。
ハガキ発送後はキャンセルできませんのでご注意ください。
■お問合せ：燕商工会議所 総務課（担当：牧、山﨑）
TEL 0256-63-4116
ゼンツ
所プレ
燕商工会議

バーベキュー de

つばめハッピー婚シェルジュ

TSUBAME HAPPY CONCIERGE
時

10月28日（日）午前10時50分〜午後2時（予定）

男女各3,000円（飲食代・バス代込み ※アルコール提供あり）
男性/燕商工会議所会員企業に勤務する独身の方
女性/新潟県内在住の独身の方
年齢と人数 25〜45歳の独身の男女各15名限定（合計30名）
申込締切 10月15日
（月）※応募者多数の場合は抽選をし、申込締切日を含む3日以内に当落を返信
会 場
株式会社 新越ワークス（燕市小関670）
送迎バス JR吉田駅発着、
往復バスをチャーター
参加費
対

象

JR吉田駅から無料送迎バスを用意します。出発／午前10時30分 ※時間厳守でお願いします。

応募方法

http://www.joyfultown.jp/event/20181028

からご応募ください。
携帯でQRコードからアクセスして申し込みもできます！

主催／燕商工会議所

問い合わせ先／燕商工会議所

※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。

子どもとの遊び方、遊ばせ方、つき
合い方を知らないまま子育てをしな
くてはならないケースが多くなって
いるのも大問題です。
女性が社会に出て働くことが当た
り前になってきていることも、必然
的に親子の接触に影響を与えていま
す。女性も生きがいを持って働くこ
とは良いことだと思いますし、それ
で所得が増えたり日本の社会が活性
化して、子どもが元気になるのであ
れば問題ないのですが、そううまく
いくでしょうか？
「子育ての外注化」によって、い
まの子どもたちは愛情飢餓に苦しん
でいると言われています。親だって、
日中クタクタになるまで働いて帰宅
して、なお子どもたちに十分に愛情
を注ぐのは、そんなに簡単なことで
はないはずです。
子どもの情緒を育むには、特に赤
ちゃんから幼児期くらいまでに、親
との愛着形成を強めることが決定的
に大切であることが分かっています。
その時期に十分な愛着形成ができな
いと大人になっても大変である、と
多くの小児科医が憂慮していました。
そのことを、多くの人に知ってもら
いたいと思います。

先日新潟で20名を超える小児科医
と児童精神科医医師が参加して、発
達障害および愛着障害を考える学習
会が開かれました。その中で深刻な
課題だと思わされたことがあります。
それは、子育てが危機に瀕している
ということです。
学習会では、30年前と比べて集団
保育や学童における子ども像が変化
していることが報告されました。指
示が入らず、落ち着きがなく、自己
中心的な子どもが明らかに増えてい
るというのです。30年間で遺伝子が
大きく変化することは考えられない
ので、育ちが変わったとしか考えら
れません。
では、育ちの何が変わったのでしょ
う？その会で講義をされた、発達ク
リニックの東條恵先生は、「親子の接
触の質と量が変わったから」ではな
いか、と分析されていました。
具体的には先ず、電子メディアの
家庭内侵入が挙げられます。親も子
もスマホやゲームに夢中になり、家
族でのんびりとくつろぐ時間も会話
も減りました。家族で一緒にいても、
それぞれ個別の空間で時を過ごして
いるのと実質は変わりません。
弱体化が進む地域社会の中で、核
家族で育った人達が親世代になり、 燕こころのクリニック

♩「上杉香緒里オンステージ」
うえすぎ か お り

日

日本金属ハウスウェア工業組合視察研修会

磨き屋シンジケート社内検定講習会

28日㈮

※各コース定員を
超えた場合は、
申し込み順を優先
させて頂きます！

理事会

23日㈰
		

ふ よう

３F 芙蓉の間

会

金型組合

21日㈮〜 23日㈰

10月27日（土）
○前半コース
○後半コース

19日㈬

（9月中旬〜 10月）

小林 昭 先生

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

事務局／㈱ジョイフルタウン

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。

★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

10

月 日（月）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

15

