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期間限定Webクーポン はこちら！
これからの季節をおトクに満喫！

夢咲Club クーポン

山田 彩乃
や　　ま　　だ　　　　　　　　　　　  あ　　や　　の

Special Interview

横山光昭氏コラム

「iDeCoの法改正」
について

成年年齢引き下げ
により心配される
“消費者被害の拡大”

法律・健康・生活・仕事
無料相談サービス

新潟ろうきんインフォメーション

新潟ろうきん夢咲Club

レポート 夢咲ACTION

〒951-8113
新潟市中央区寄居町332番地38
新潟県労働金庫本店5階
新潟ろうきん 夢咲Club事務局
新潟ろうきん 夢咲Club通信
読者応募係

〈キリトリ〉
新潟ろうきん夢咲Clubは、〈ろうきん〉に加入していない事業所にお勤めの方が、
ろうきんを利用する際にご加入いただくメンバーズクラブです。

発行者：新潟ろうきん夢咲Club事務局
〒951-8113 新潟市中央区寄居町332番地38
新潟県労働金庫本店5階  Tel.025-201-8765

下記のキリトリ部分をハガキに貼り、
必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

●今後、このようなご案内が不要でしたら、お手数ですが新潟ろうきん夢
咲Club事務局までお電話でご連絡ください。●新潟ろうきん夢咲Club通
信は〈ろうきん〉と継続的に取引されている方へお届けしております。●住所
が変わった方は、お取引のある〈ろうきん〉の各店へご連絡ください。また、
〈ろうきん〉ホームページからもご変更手続きができますのでご利用くださ
い。●ろうきん情報についてのお問い合わせは、お近くの〈ろうきん〉へ。
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応募方法
（エコバッグ＆エプロンセット、横山光昭さん書籍）

①ご希望のプレゼント②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥職業⑦電話番号⑧本誌の感想をハガキまたは
ホームページ「懸賞&プレゼント」フォームからお送りください。 新潟ろうきん夢咲Club

httpｓ://www.n-yume.jp

読者プレゼント

クロスワード

夢咲POST

ホームページから応募

ハガキから応募

【締切り】 2022年4月28日（木）必着
※ホームページから応募いただく場合はメールアドレスもご記入ください。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、ご記入いただいた個人情報はプレゼントの抽選・発送を利用目的とし、
それ以外の目的で使用したり第三者への公開はいたしません。各応募ともお1人様1通までとさせていただきます。

①答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥職業⑦電話番号⑧本誌の感想をハガキまたはホームページ
「懸賞&プレゼント」フォームからお送りください。

①「夢」や今号のテーマ「私の挑戦」にまつわるエピソード・決意など②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥職業
⑦電話番号⑧本誌の感想をハガキまたはホームページ「夢咲POST投稿」フォームからお送りください。

　　　　　　　　　　あなたの「夢」や今号のテ
ーマ「私の挑戦」にまつわるエピソード・決意等を
募集します。「夏までにダイエットしたい！」など簡
単な一言だけでもOK！お気軽にお寄せください。
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★ヒント …金メダリスト平野歩夢さんの出身地

に入る文字を組み合わせて
できる言葉は何でしょう？

ご応募された方の中から抽選で

QUOカードが当たる！

S P E C I A L  C R O S S W O R D  P U Z Z L E

お正月に義母の家が新しく餅つき機を購入し、
試しについたお餅をもらいました。家族で美味し
く食べていたところ、いきなり口の中で「カツン」
と大きな音が・・・。ナント、お餅の中からネジらし
きものが出てきたではありませんか。歯は何とも
なかったですが、みんなビックリ。当たり年だな！
と大笑い。機械のネジはちゃんと締めてあるか
見ようね・・・おばあちゃん！（笑）。（新潟市 男性）

お餅を食べたらビックリ！

兄弟二人で二つのお年玉袋が準備され、
中身が見えず、子どもながらに重たい方
がたくさん入っているに違いないと喧嘩
した記憶があります。今思えば、楽しい幸
せな時間でした。どちらの中身も同じ金額
なのにね（笑）。（佐渡市 男性）

重たい方はどっち？

30年間勤めた会社を辞めて再就職した会社も定年で
嘱託勤務になったので、今まで夢だった２シーターの
オープンカーを購入しました。12年前、今の車に乗り
換えする時に「２シーターのスポーツカーが欲しい」と
言ったら、妻に「子どもや親と出かける時、乗れない
じゃない、そんな物買ったら離婚だから・・・。」と言われ
諦めました。子どもが独立し、親も亡くなり、妻と二人に
なった今は反対されませんでした。（新潟市 男性）

夢の2シーター・オープンカー！

正解者の中から抽選で

QUOカード
プレゼント！
1,000円分

クロスワードを解いて応募！

40
名様

水泳、ピアノ、バレエなどが子どもたちに人気
本誌は「夢○○Club通信」
銀で作られたおかね
壁などに塗る塗料
サッカーなどの前半後半の間の休憩「ハーフ○○○」
神社などで引きます「○○くじ」
焼肉屋さんではおなじみ「○○ル」
ストーブや焚火などに使います

あまり知られていない場所
気をつけましょう！「フィッシング○○」
2022年冬季オリンピックの開催地
自治会などで回ってきます「○○○○板」
南の反対
こども↔○○○
流行語「いつやるか？○○でしょ！」
マッチョの表現「筋肉○○○○」
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皆さまからいただいた、たくさんのお便りの中から一部をご紹介します。

「夢」 「お正月」前号のテーマ

13

お便り大募集！
QUOカード

プレゼント！1,000円分
5名様

会員の皆さまへ 7月に予定している総代会に向けて、代議員の立候補を受け付けます。5月初めに立候補受付期間や申込方法を、
また、5月下旬～6月に代議員の立候補者・選出方法について、それぞれホームページ上でお知らせいたします。

　    読者
プレゼント
春号

Yumesak i  C lub  Tsu sh i n

P R E S E N T

自分でつくる年金
「iDeCo」を
はじめてみよう！

モデル／リリマリプロダクション代表／NPO法人Lily&Marry’S代表

QUOカードが
当たる！



Special Interview

抽選で3名様に
プレゼント！

応募方法は裏表紙をご覧ください

特別インタビュー

vol.08

　「才たけて 見目美わしく 情けある」とい
う表現がピッタリ。それが新潟でマルチな
活躍をみせる山田彩乃さんです。
　大学在学中に『日本カワイイ博 IN 
NIIGATA 2012』のJKEモデルオーディ
ションで準グランプリ後、事務所（現リリマ
リプロダクション）にスカウトされ、芸能活
動をスタート。テレビやラジオ、雑誌、イベ
ント出演など実績を積み重ね、2015年に
はミス・アース日本代表にも選ばれまし
た。今では、新潟を拠点にモデル、タレン
ト活動の傍ら、芸能事務所代表、ビュー
ティーサロンオーナー、子ども食堂を運営
するNPO法人代表をつとめるなど、多彩
な才能を発揮しています。
　通常のモデル・タレントのイメージとは
違いますね？という問いに、「もとは先生に
なりたくて。ただ人前に出るのが苦手だっ
たので、この仕事を通して克服できたらと
思いました。やっていくうちに仕事は違う
けど、人のためになることをしたい！という
思いは同じだと」さらに「リリマリは、一人

1991年1月12日群馬県桐生市生まれ。新潟大学教育学部卒業後、現リリマリ
プロダクションにてモデル・タレント活動を開始。各種メディアやイベントなど
幅広く活動。2012年4月、日本カワイイ博第1回公募モデル準グランプリ、
2013年3月、ミス・ユニバース・ジャパン2013ファイナリスト、2015ミス・アー
ス・ジャパンなど受賞歴多数。モデル活動の傍ら「NPO法人Lily&Marry’ S」
を立ち上げ、代表として子ども食堂をはじめ社会貢献活動に取り組んでいる。
中学校と高等学校の教諭第一種免許状（理科）を有するなどまさに才色兼備。 

山田 彩乃
モデル

ひとりが発信力を高め、地域の活性化に
貢献しています。個々の発信力向上は自分
の成長になり、その発信力が地域を元気
に！そして周りに良い影響を与え、子ども
たちや地域、いろんな未来につながって
いく…。【地域活性化モデル】という新しい
文化となって相乗効果を生み出す存在に
なりたい。モデル・タレントは、目的へ向
けた手段の一つなんです」と山田さん。
　実際、所属するタレントも小さな子ども
から中高生、社会人まで幅広く、趣旨に賛
同して一緒に活動するいわば同志。芸能
活動だけでなく、海岸清掃や献血など、今
とこれからを生きるために必要な、人とし
ての在り方の育成も大切に。それは全て
世界目標であるSDGｓ（持続可能な開発目
標）にも通じています。
　ここ新潟から世界のモデルケースへ。
山田さんはモデル、教員資格など自分自
身の経験やスキルをもとに人間としての本
当の美しさ、素敵なみんなの未来のため
活動を続けます。

美しさとは、
人としての姿勢。

※エコバッグの色は選べません。
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や　ま　だ　　　　　　　　　あ　や　の

A Y A N O  Y A M A D A

リリマリプロダクション代表
NPO法人Lily&Marry’S代表

本当に美
しい人間

としての
スタイル。

NPO法人
Lily&M

arry’Sの
取り組み

をご紹介
します。

みんなでい
っしょに食

事をする楽
しさ。

心のこもっ
たあったか

い食事のお
いし

さ。まさに
団らんがあ

ります。み
んな友

だち、そし
て家族です

。

地球の子供食堂と宿題Cafe 
エコバッグ＆エプロンセット

素敵な
モデル

AYANO
 YAMA

DA

★ ★

★

食事ができ
る！

「ごちそう
さま」という

作ってくれ
た

人への感謝
。食器洗い

による家族

への感謝。
食材や食費

のことなど
、

食事の価値
観も大切な

学びに。

学びがある！

夕方４時か
ら夜8時ま

で出入り自
由。

ひとりで来
ても友だち

がいて、は
じめ

てでも自然
に友だちに

。物理的な
心の

居場所にな
っています

。

私たちは、
子ども食堂

は大切な絆
と未

来をつくる
ものだと思

って運営し
てい

ます。もち
ろん、子ど

も食堂に限
らず、

身近で素敵
な未来につ

ながってい
るこ

とはたくさ
んあります

。まずは気
軽に

できること
から始めま

しょう！

居場所にな
る！

Message

支援してく
れる企業さ

んによ

るワークシ
ョップなど

も開催。

それを通し
て地元の魅

力を実

感すること
ができる貴

重な体

験もいろい
ろです。

地元がわか
る！

地域や年齢
を越えて集

まってくる
人た

ちとの交流
。学生のボ

ランティア
さん

もいて、遊
びに勉強に

…世代を超
えた

交流が笑顔
を生み出し

ます。

交流が生ま
れる！

「地球の
子供食堂

と宿題C
afe」とは？



夢咲ACTION
レ ポ ー ト

成年年齢引き下げ

3

法改正で こと 法改正で こと

マネートラブル
あなたの身近に潜む

大切なのは正しい知識とすぐに相談すること

〈取材協力・監修〉新潟県消費生活センター

知って防ごう 解決しよう

分かりやすいマンガ動画で事例を解説！困ったときの相談先

消費者トラブル
啓発動画は
こちらから▶

大きな変更点は、18歳になったら1人
で契約を行えることです。例えば、親の
同意がなくてもローンを組んだり、クレ
ジットカードを作ったり、携帯電話を契
約したりできるようになります。

飲酒や喫煙はこれまで通り、20歳未満
は禁止されます。競馬や競輪などの公営
ギャンブルもこれまで通り、20歳未満は
禁止です。また、国民年金に加入する義
務が生じるのも20歳以上のままです。

民法では未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合、原則として
契約を取り消すことができます（未成年者取消権）。これは悪質業者か
ら未成年を守るために定められた権利といえますが、今回の法改正で
18歳、19歳はこの対象から外れることになります。意に沿わない契約を
しないために、18歳までに法律や契約の仕組みについて「正しい知識を
身につける」ことが必要になります。また、消費者被害にあった場合は、
すぐに「相談する」ことも重要です。困ったときは消費者ホットライン
「188」に電話して、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

18歳、19歳の

成年年齢引き下げにより
　　心配される“消費者被害の拡大”
民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
何が変わり、何が変わらないのか？また、18歳、19歳の若者たちが
悪質業者に狙われやすくなると心配される消費者被害拡大のリスクとは？
若者たちの安心した暮らしのために、親世代を含め、全ての世代が知っておきたい
今回の法改正について、新潟県消費生活センターに話を聞きました。

貯金生活メソッド

横山光昭氏

家計再生コンサルタント
株式会社マイエフピー代表取締役

家計のマイナス面の盲点を見つけ、無理な
くできる再生と貯金の方法を紹介。厳しく
も依頼者に寄り添う親身な指導内容はお
金の問題だけでなく依頼者の人生までも
再生させ、多くの人から共感を得ている。
各種メディアへの執筆、TV出演なども行う
庶民派ファイナンシャルプランナー。

横山光昭氏直伝！

「iDeCoの法改正」
について

第　　回13

年収　　　万円からの

抽選で3名様に
プレゼント！

応募方法は裏表紙をご覧ください

横山光昭 著

今年4月に公的年金の受給開始年齢
が、75歳まで繰下げできるようになり
ますが、iDeCoも利用できる人や期間
などを拡充し、より使いやすいものに
なることをご存知でしょうか。iDeCo
は自分で年金の上乗せ部分を作る制
度で、国民年金、厚生年金に加入す
る人が利用できます。積み立てたお
金は60歳まで引き出せませんが、掛
け金の拠出時、運用時、受取時の3つ
のポイントで税優遇があり、老後資金
作りに最適な制度として知られてきま
した。これまでは、加入は60歳まで、
受け取り開始年齢は70歳が上限とさ
れてきましたが、ここが変わります。
改正時期の順に合わせ、ご説明しま
す。まず、4月に受け取り開始年齢が
「75歳」まで延長されます。60歳から
75歳までの15年の間で受け取り開
始時期が選択できるので、今まで以
上に働き方や暮らし方に合わせた受
け取りが可能となります。公的年金も
繰下げ年齢が75歳となるので、年金
とのバランスを見ながら受け取り方
を考えるとよいでしょう。

1つ注意すべきは、公的年金は繰り下

げると年金額が増えていきますが、
iDeCoは口座管理料など手数料がか
かるということ。長く置くと、運用状況
によっては、思うような結果にならな
い場合もありますから、受け取り方は
慎重に検討したほうがよいでしょう。
つぎは5月。加入可能年齢が「65歳」
に延長されます。今までよりも5年分
積み増しが可能ですから、より老後
資金を増やしていくことができます。
掛け金を積み増ししていくには、国民
年金(厚生年金）保険料を納付してい
ることが条件。ですから、60歳を過ぎ
ても雇用延長、再雇用などで働き厚
生年金に加入している人、60歳以上
または海外居住者で国民年金の任
意加入をしている人も利用できるよう
になります。ただし、iDeCoの老齢給
付を受けた方、65歳前に公的年金の
繰り上げ受給をした方は対象外とな
ります。

そして10月には、企業型確定拠出年
金（DC）とiDeCoの「同時加入の要件
が緩和」されます。今まではDCの加
入者は、DCの規約によりiDeCoに加
入しにくい状況にありました。ですが
その要件なしに、個人の意思だけで
iDeCoに加入することが可能となる
のです。iDeCoと会社掛金を合算し

た上掛け金の限額は変わりありませ
んが、iDeCoの掛け金の上限額は企
業年金加入状況により2万円や1.2万
円で変更がないため、会社掛金が低
いケースでは、iDeCoに同時加入し
たほうが多く拠出していける、つまり
多く積み立てていくことができます。
ただし、DCのマッチング拠出を利用
すると、iDeCoの利用はできません。
また、DCは手数料を会社が負担して
いる場合が多いですが、iDeCoでは
別口座を作り自分で手数料を負担す
ることになります。ここには注意が必
要です。このように段階的に変わって
いきますが、だんだんと、より使いや
すくなるiDeCo。50代で加入をあきら
めていた人も、老後資金作りの選択
肢が広がります。自分にとってのメ
リット、デメリットを考えながら、今か
らの加入も検討してみてはいかがで
しょうか。

老後資金づくりに
より使いやすい制度へ

企業型確定拠出年金と
iDeCoの同時加入は！？

要件をチェックし
受け取り方は慎重に

4

『知識ゼロですが、
つみたてNISAと
iDeCoを
はじめたいです。』

のリスクと対策
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「iDeCo」は国民年金や厚生年金にプラスして、
個人で加入できる年金。

iDeCoで毎月積立てた積立額（掛金）が全て所得控除の対象になり
ます。税金が掛かる所得が減少する＝支払う税額が少なくなります。
節税額は、年収や掛金額に応じて変わりますが、積み立てる全期間
に適用されるので大きな節税メリットが見込めます。

通常、株や投資信託などの金融商品から
得た利益に対しては20.315%の税金が
かかりますが、iDeCoなら運用時に得た利
益に税金はかかりません。

60歳以降に受け取る資産を老齢給付金といいますが、
受け取る方法は退職金のように一度に受け取る「一時
金」と分割で受け取る「年金」の2つあります。iDeCoは
どちらの方法で受け取っても控除が適用されます。　

法改正により、選択の幅が広がりますます便利になるiDeCo。
この機会に将来の備えについて改めて考えてみませんか？

1

2

【留意事項】〈投資信託〉●投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって、元本
および収益金が保証されておりません。●投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファン
ドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず、各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示する
ことができません。●投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は、預金ではなく、元本は保証されていません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入
したお客さまに帰属します。●投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。●投資信託の取得に関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。●投資信託をご購入の際には「投資信託
説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しております。ただし、インターネットバンキン
グ専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。〈iDeCo（個人型確定拠出年金）〉●積立金は、原則として60歳まで引き出すことができません。●掛金の運用は加入者自身の責任で行い、運用商品の中から選択し運用します。
受取る金額は、運用成績により変動します。●個人型確定拠出年金加入時、および加入時以降、受給が終了するまで所定の手数料が必要です。 新潟県労働金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第267号

iDeCo自分でつくる年金「iDeCo」をはじめてみよう！イデコ

将来も家計も“あんしん”

※無収入の方や税金を納めていない方は、iDeCoに加入しても節税効果はありません。また、自分以外の家族が加入する掛金を負担しても、節税効果を受けることはできません。※本シミュレーションは、年齢、扶養の有無､年収等の一定の条件の
もと試算をしておりますので、実際の節税効果とは異なることがあります。※本シミュレーションは、2019年4月1日現在の税制・関係法令に基づき作成しております。今後、法改正・取扱変更等の可能性がありますので、記載の内容・数値等は将来に
わたって保証されるものではありません。※復興特別所得税を考慮しています。

Aさんの場合
〈年齢28歳〉

約29,100円
節約されます。

12,000円/月
144,000円/年の場合

iDeCoは節税効果あり！ 家計にやさしいメリットたくさん！

2022年法改正でますます拡充!  iDeCoはこう変わる！

3運用期間中に
発生する利益に
課税なし！

将来の
受け取り時も
課税なし！

所得税・住民税が
軽減できる！

1年間で

●所得税率：10％  ●住民税率：10％

掛金

課税所得 250万円 Bさんの場合
〈年齢45歳〉

約84,000円
節約されます。

23,000円/月
276,000円/年の場合

1年間で

●所得税率：20％  ●住民税率：10％

掛金

課税所得 400万円

https://rokin-ideco.com/niigata/ https://rokin-ideco.com/online/index.html
新潟ろうきんのiDeCo専用サイト

節税効果がわかる「節税シミュレーター」はじめ、
便利な機能がたくさん！

ホームページからiDeCoのお申込みができます。

ろうきんiDeCo WEB申込み
かんたん申込み！

「iDeCo」は月々5,000円からはじめられる積立型の年金制度で、原則60歳以降に受け取る
仕組みです。「定期預金」のようにお金を貯めるタイプや「投資信託」などを毎月定額で購入
するタイプ等があります。さらに、積立金額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が
軽減されます。将来の準備だけじゃなく、家計のお助けにもなる制度です。 
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現在も企業型DCとiDeCoの同時加入は可能ですが、勤め
先が規約で企業型DCとiDeCoの併用を認めていることが
前提条件となっており、実際に併用できる人はごく一部にと
どまっていました。しかし、改正後は、加入者本人の意思だ
けでiDeCoに加入することが可能となります。企業の規約
に制限されない分、企業型DCに加入している会社員でも
個人でiDeCoを利用しやすくなるのです。なお、同時加入す
る際のiDeCoの拠出限度額は下記のとおりとなります。

※企業型DCの事業主掛金に加入者本人が掛金を上乗せできる「マッチング拠出」をしている場合は、iDeCoに加入できません（どちらかを選択することは可能です）。
※事業主掛金額によっては、iDeCoの掛金の上限が低くなったり、掛金拠出ができなくなったりする場合があります。

企業型DCのみに加入する場合 企業型DCと他制度（DB、厚生年金基金等）
に加入する場合

月額55,000円以内

月額20,000円以内

月額55,000円以内

月額27,500円以内

月額12,000円以内

月額27,500円以内

①企業型DCの事業主掛金

②iDeCoの掛金

①+②

2022年4月から公的年金の受給開始時期の選択肢が拡大されることに伴い、
iDeCoの受取開始上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。

加入可能に！

受取開始年齢が
　　　　　  に！

　　　　　　  も
入りやすくなる！

現在、iDeCoの加入可能年齢は60歳未満ですが、65歳未満へ拡大されます。
60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者である会社員・公務員の方、また
は国民年金の任意加入被保険者の方であればiDeCoに加入可能となります。

60歳 65歳 70歳 75歳

受給開始時期
拡大

加入可能年齢  　　　　　拡 大

60歳 65歳

（加入資格喪失後）

参考：厚生労働省ホームページ

企業型DC加入者のiDeCo加入要件緩和

受給開始年齢の拡大

加入可能年齢の拡大

会社員の方

75歳まで

64歳まで

2022年
4月1日施行

2022年
5月1日施行

2022年
10月1日施行



ろうきんのこと
〈ろうきん〉は、はたらく仲間が、

お互いを助け合うために資金を出し合ってつくった協同組織の金融機関です。
金融機関はたくさんありますが、はたらく仲間とその家族の生活が
豊かになることを目的につくられた金融機関は、〈ろうきん〉だけです。

金融だけじゃない！地域貢献のための取組み

2020年、新潟ろうきんは、新潟県小中学校・障害児学校就学
援助協会が実施する、「新型ウイルス感染症禍に係る就学支
援事業」の趣旨に賛同し、本事業の原資となる3,000万円を
寄付しました。この寄付金は「新型ウイルス感染症禍に係る
就学支援金」として、2020年度246人、2021年度246人の児
童・生徒の皆さんの就学支援につながりました。

「あんしんスマイルプロジェクト」は、はたらく人、子どもたち、そしてみんなが暮らす地域社会に
たくさんの“あんしん”をお届けし、たくさんの“スマイル”を生みだすプロジェクトです。

2020年4月1日～2022年12月31日活動期間

新潟ろうきんは寄付活動・情報提供活動を通じて
未来へ向けてがんばる子どもたちとご家族を応援しています

就学援助協会を通じた支援
新潟県小中学校・障害児学校新潟県小中学校・障害児学校

地域コミュニティの
活性化を応援します
●地域を良くする活動への参画
●寄付活動への取組み
●協働イベントの開催

皆さまの生活安定と
資産形成を応援します
●情報提供活動
●アンケートの実施　
●商品・制度のご提案

最新の各店舗の
活動レポートはこちら！

しています

子どもたちの子どもたちの
お金の勉強も応援

子どもたちの
お金の勉強を応援します
●出張授業の実施
●ワークショップの実施

新潟ろうきんは、青少年の“あんしん”のため、お金にまつ
わる知識や判断力を養う教育に取り組んでいます。小学
生・中学生・高校生など各年代別にテーマを設定し、新潟
ろうきん職員が講師となり出前授業を行います。セミナー
の中では、子どもたちの「やってみる」や「考えてみる」に
主眼をおいた内容としています。

もっと知ってほしい

7 8

Rokin Information

ろうきん
インフォメーション

ろうきんインフォメーション
Rokin Information

ネットカンタン仮申込！

こんな方はネットカンタン仮申込でお悩みを解決！

ローンの利用を考えた時、「自分はローンを組めるんだろうか…？」
「どれくらいまで借りられるんだろうか？」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
借入可能金額の目安は個人毎に異なるため、自分の借入可能金額を確かめるには、

まずはろうきんネットカンタン仮申込をおすすめします。

24時間受付！ 最短翌日スピード回答！

ネットカンタン仮申込
窓口に行く時間がなくても安心！お取引がなくても仮申込OK！
審査結果ご連絡後のキャンセルもOK！

ろうきんローンラインナップ

https://www.niigata-rokin.or.jp/loan/ https://www.niigata-rokin.or.jp/contact/request.php

https://www.niigata-rokin.or.jp/netkantan/

住宅ローン マイカー
ローン

教育ローン カードローンフリーローン

ろうきんまずは

ローンの利用を考えたら

ローンの見直しを
検討しているんだけど
おトクになるのかしら？

住宅の購入を
考えているんだけど
いくらまでローンが
組めるんだろう？

自動車ディーラーで
勧められたローンの
金利が高かったので
別のローンでも
試算してみたい。

スマートフォンでも
パソコンでもOK！

各種ローンの詳しい情報はこちら 各種ローンの資料請求はこちら



県内最大級の総合法律事務所「弁護士法人 一新総合法律事務所」への
初回相談（電話・面談）が無料でご利用いただけます。

一新総合法律事務所
025-280-1111相談受付電話番号

受付時間 9:00～17:00 

（新潟県弁護士会所属）弁護士法人 新 潟 事 務 所
長 岡 事 務 所
上 越 事 務 所
燕三条事務所
新発田事務所

【 県 庁 近 く 】
【 長 岡 駅 近 く 】
【上越市役所近く】
【 燕 三 条 駅 近く】
【新発田市役所近く】

お電話で「新潟ろうきん夢咲Club」の会員であることをお伝えください。
会員資格を「新潟ろうきん夢咲Club」事務局で確認の上、あらためて弁護士事務所よりお電話させていただきます。

弁護士無料法律相談

県内
５カ所

初回相談無料（電話相談 分20 面談相談 分）45 時間 相談料無料24 年中無休

【個人情報の取扱いについて】●本サービスは、ティーペック（株）が業務委託を受けて運営しております。●ティーペック（株）は、本サービスの適切な実施のため、ご利用者より個人情報を取得する場合があります。（個人情報をお知らせいただけない場合
は、当該サービスをご提供できない場合があります。）●ティーペック（株）は、個人情報を上記の目的以外に使用しないことはもとより、ご利用者の同意を得ている場合、法令にもとづく場合、ご利用者本人または第三者の生命、身体または財産の保護のため
に必要があると当社が判断した場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供いたしません。●ティーペック（株）は、対応品質の向上及び通話内容の検証を目的として、書面、録音または電子的方法等により記録させていただくことがございます。●ご提
供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止のお手続きは、〒110-0005東京都台東区上野5-6-10ティーペック（株）個人情報相談窓口責任者〈個人情報保護責任者代
理〉までお問い合わせ下さい。●当該サービスをご利用いただいた場合は上記の内容をご理解の上、個人情報の取得および提供についてご同意をいただいたものとさせていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
【ご利用に際して】●ご利用の際の諸条件や、地域・内容により、ご要望に沿えない場合がありますので、ご不明点はお問い合わせください。

通話料無料 ホームページからもご相談いただけます。

●プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。（委託先ティーペック株式会社）

0120-251-052

新潟ろうきん夢咲Club会員限定

月曜～土曜、祝日
※祝日については、一部お受付できない日もございます。

詳しい内容は新潟ろうきん夢咲Club ホームページからもご確認いただけます。

ライフサポートセンターは働く人、地域で暮らす人たちのための支援相談窓口です。生活の問題、
労働の問題など、解決の糸口を一緒に見つけ出します。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
※ライフサポートセンター事業は新潟県労福協が運営しています。

暮らしの何でも無料電話相談

こんなお悩み、ご相談ください

新潟ろうきん夢咲Club会員の方々と配偶者及び被扶養者の方々が
サービスをご利用いただけます。

新潟ろうきん夢咲Club 健康ダイヤル

目のかゆみがひどく、何度かこすって
しまいました。その後、白目のところが
膨らんだようになっています。
どういうことが考えられますか？すぐ
に受診した方が良いでしょうか？

会社の健康診断で、HbA1c（国際基
準値）が 7 . 0 %、空腹時血糖が
90mg/dlでした。
再検査を指示されたのですが、どの
ような検査を行うのでしょうか？

水ぼうそうの予防接種を受けておら
ず、今まで罹ったこともないです。
保育園で流行っていますが、今から
受けても意味はあるのでしょうか？

認知症の母の介護認定の聞き取り
調査が予定されているのですが、現
状に沿った回答ができるか不安で
す。家族も同席できるのでしょうか？

子どもが学校に行きたがらないで
す。どう接したらいいでしょうか？

足をひねってしまいました。引っ越し
たばかりで土地勘がなく、近所に整
形外科はあるでしょうか？

0258-86-8898新潟県ライフサポートセンター

家族のこと、ご近所のこと、こころのこと…ひとりで悩まずお電話ください

こんなお悩み、ご相談ください

経験豊かな相談スタッフが、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどの相談にアドバイスいたします。〈24時間健康相談サービス〉
全国約40万件の医療機関のデータベースから、ご要望に沿った医療機関情報等をご案内いたします。〈医療機関情報等の提供〉

健康相談 医療相談 育児相談

介護相談 メンタル 医療機関検索

相談サービス無料
トラブルを抱えて困っている方、 どうやって解決したらいいか分からなくて悩んでいる方、お気軽にご相談ください。

交通事故でムチ打ちになり通院中
ですが、保険会社から示談したいと
言われています。
まだ痛みが残っているのに、示談に
応じなければならないのでしょうか。

正社員として5年以上同じ会社で働
いています。
1年に5日の有給休暇取得が義務
付けられたと聞きましたが、全く取
得できていません。

SNS上で誹謗中傷されています。
投稿を削除してもらうことはできま
せんか。

隣の空家の屋根から、私の車の上に
落雪があり、車の屋根がへこんでし
まいました。
修理代を誰に請求してよいのかわか
らず困っています。

職場内の問題

交通事故
配偶者と別居することになり、離婚す
るかもしれません。当面の生活費はど
うなるのでしょうか。
また、離婚することになった場合、親
権や養育費、財産分与等はどのよう
に取り決めればよいのでしょうか。

家庭内問題

一人暮らしをしていた父が施設に入
所することになりましたが、家に戻れ
る可能性がないため、売却したいと
考えています。
手続きはどのように進めたら良いで
しょうか。

後見
母が亡くなり、兄弟3人で母の遺産を
分けたいのですが、弟とは仲が悪く、
話がまともに進められません。
どうしたらよいでしょうか。

相続

誹謗中傷 空家問題

法律 健康 生活 仕事
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https://consult.t-pec.co.jp/service/4d4d0d
※ホームページからのご相談は返信に数日を要します。

月～金10：00～16：00
（祝日を除く）


