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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

高橋 なんぐ高橋 なんぐ
Special InterviewSpecial Interview

新潟お笑い集団NAMARA所属芸人新潟お笑い集団NAMARA所属芸人

た　　か　　は　　した　　か　　は　　し

横山光昭氏コラム

新潟県でもスタート！
自転車損害賠償
責任保険等の
加入義務化

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
（NAMARA七福神トートバッグ、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】 2023年1月31日（火）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「お年玉」にまつわるエピソードなど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。
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★ヒント …魚沼市では冬に大会が行われます

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

夢は不労所得（資産運用などによる収入）を得る
仕組みを作ること。若い頃からいろいろ挑戦して
いますが、なかなか上手くはいかないですね。
先行き不透明な時代なので、何とか乗り切って
いきたいと考えています。 【十日町市 男性】

年齢も５０歳を過ぎ、穏やかにこのまま…と思っ
ていましたが、最近フツフツと、「〇〇インストラ
クター」などという“夢”ができました。早速ネット
でポチポチと調べています。まだまだ婆生活は
お預け（笑） 【南魚沼市 女性】

夢の仕組み作りに挑戦！

新しい夢がフツフツと

「夏休み」といえば、終盤まで宿題が終わらず泣きベソを
かきながら机に向かっていたことを思い出します。うちの
子ども（小学生）たちは、夏休み中にタブレットを持たさ
れ、オンラインで宿題が送られてくるようです。勉強する
とアイコンの花の苗が育っていくらしく…その花が咲くの
を見たいということで頑張って勉強しています。こんな宿
題いいなぁ。しかも、先生が進捗状況を確認できるそう
です。すごい時代になったものです。 【胎内市 女性】

夏休みの宿題も今どき？

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

JR新潟駅南口から、まっすぐ進んだ先にある橋
似た言葉に「ちゃんと」「きちんと」があります
「余計」なんて読む？
真っ赤ですっぱい○○干しを食べて元気に
治療中の目を保護するためにつけるもの
イヤなことをこばむ
青いネコ型ロボットといえば、○○えもん
マスクなどを使い、○○エチケットを心がけましょう

焼きそばや牛丼と一緒によく登場します
ラーメンの一種で、つけだれをからめて食べます
ヒット作品「呪術廻戦（じゅじゅつかいせん）」に
でてくる言葉「領域○○○○」
童謡「チューリップ」の一節、あかしろ○○ろ
ネットで隔てたコートで打ち合う○○ミントン
ことわざ「知恵は小出しに○○」
雪のように白い王女は？
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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」 「夏休み」
前号のテーマ
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お便り大募集！

QUOカード

プレゼント！
1,000円分

5名様

　    読者
プレゼント
冬号

お役立ちマネー情報

今あるローンの
見直し・借換え

QUOカードが
当たる！
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あなたの「夢」や今号のテーマ「お年玉」に
まつわるエピソードなどを募集します。
「お年玉…たまには誰かくれないかなぁ。」
など簡単な一言だけでもOK！
お気軽にお寄せください。 物価高を乗り越える

家計やりくり術

Yumesak i  C lub  Tsu sh i n

P R E S E N T



Special Interview

特別インタビュー

vol.10

　「中学生の頃、芸人になる姿は想像もし
ませんでした」とにっこり。明るく前向き、
そして底しれぬ優しさをもっているのが、
高橋なんぐさんです。
　中学2年までは、授業中に教科書を読め
ないくらい、人前で話すのが苦手でした。
そんな自分を変えるために生徒会役員に
立候補。「立候補したい自分の気持ちを、
周りが肯定してくれました」と話します。
　見事当選したものの、全校生徒の前での
司会に苦労する日々。ある日、原稿になかっ
た「静かにしてください」という言葉が口に
出ます。何気ない一言でしたが、生徒たち
はしゃべるのを止めて静かになりました。
　「僕の言葉でも、人は動くのだと思いま
した」。人前で話すことに自信がつき、高
校１年で「全国お笑いコンテストin東京
ドーム」に優勝。主催の吉本興業からのス
カウトを断り、生まれ育った新潟で自分が
できることをしようと「新潟お笑い集団
NAMARA」に入り芸人になります。
　地道な活動が実り、芸人の仕事はもち
ろん、既存の枠をこえて活躍するように。

長岡市出身。15歳で吉本興業主催の「全国お笑いコンテストin東京ドーム」で
優勝。16歳で地方発信型お笑いプロダクション「新潟お笑い集団NAMARA」を
仲間とともに立ち上げる。中学の同級生だった中静祐介（なかしずかゆうすけ）
さんと「ヤングキャベツ」というお笑いコンビを組み、新潟を拠点にお笑い芸人
として活躍。その一方で、いじめ・人権問題などを笑いを交えて楽しく学ぶ教育
系講演会「お笑い授業」座長として全国1,700の学校で講演するなど活動の幅
は広い。世界一周を経験したほか、BSNラジオ『高橋なんぐの金曜天国』パーソ
ナリティー、フードバンクにいがた大使なども務めている。著書に『米十俵～高
橋なんぐのお笑い授業』（新潟日報事業社）がある。

高橋 なんぐ
新潟お笑い集団NAMARA所属芸人

現在、強みである「人を元気にすること・
笑わせること」を活かし、社会貢献活動に
も取り組みます。
　主に学校で行う教育系講演会「お笑い
授業」は、いじめや人権問題をわかりやす
く、楽しい切り口で語りかけます。笑いを
ベースにした漫談風の授業は、子どもの
心をひらき、伝えたいメッセージが心の中
に残ると話題になっています。
　このほか、食品ロスをなくすためにラジ
オのリスナーを巻き込んで行った「フード
ドライブ」など。一つのことが大きな輪に
なって広がっていく。さまざまな活動をす
るなんぐさんだからできることです。
　大切にしているのは自分の言葉で語る
こと。今までの経験からの“実感”を話しま
す。人の弱さを知っているからこそ、受け
取る側のことを考えて真実の言葉を紡ぐ。
そこには人を動かす力があります。
　「笑いは心をひらく。笑いって、すご
い！」となんぐさん。心から笑える世界を新
潟からつくっていくために、今日もみんな
に笑いの輪を広げています。

「地産地笑」で
みんなを元気に。
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N A N G U  T A K A H A S H I

た　　か　　は　　し

コミュニケーションのポイントは相手を理解
すること。僕は自分が相手より“下”に立つ
ことを意識します。話を聞いて「understand
（理解）」するためには「under（下）」から。
上から目線じゃ話しづらいですよね。

ある日、講演に行ったらお客さんは0歳
児。何を言っても、みんな泣いてしまって
失敗…。でも、次の講演ではそれをネタ
に笑い話へ。あの日は笑わせられなかっ
たけれど、次は笑わせるために、家で待
つ双子の娘（0歳児）を前に特訓中！

また会いましょう！

高
橋
な
ん
ぐ
さ
ん
の

大
切
に
し
て
い
る
こ
と

2
応募方法は裏表紙をご覧ください

読者Present!

お笑い授業で掛け合いした子に「おもしろい
ね」と言いました。実はあとで聞いたとこ
ろ、いじめられっ子だったそうです。でも僕の
一言で周囲の目が変わり「いじめがなくなっ
た」と学校から感謝の電話がありました。笑
いは、人を変えるきっかけになるんです。

世界一周で感じたのは、食べ物がないとこ
ろは本当にない、ということ。フードバンク
にいがた大使として、食べきれない食品を
寄付してもらうために「フードドライブ」を
呼びかけました。ラジオのリスナーが協力
してくれました。みんな、ありがとう！

笑いを通して世の中からいじめをなくし
たい。いじめ見逃しゼロ県民運動の個人
サポーターです。防犯機能付き電話買お
うぜ大使も務めています。詐欺がなくな
るまで、一生やるつもりです！

抽選で5名様にプレゼント！

NAMARA七福神トートバッグ
高橋なんぐさんサイン入り



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！

物価高を乗り越える
家計やりくり術

最終回

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

　今年はエネルギー関係の値上がり、
円安などの影響で、モノの値段が上
がっています。その割に給料が上がら
ないので、「家計」に注目する人が増え
ていると感じます。
　物価高…。この状況とうまく付き合う
には、家計ではどのようなことに気を付
けると良いのでしょうか？こんな取材を
良く受けますが、実は裏技はありませ
ん。これまでもお話してきたような支出
の把握と振り返りをしっかりと行って、
余分な支出を減らすことが一番です。
余分な支出とは、息抜きのために使う
お金や、お祝いなどに使うようなお金
のことではありません。今の生活には
過剰だと思える契約とか、余ってしまう
消耗品にかけるお金のことです。
　例えば当たり前に支払っている固定
費。今の料金が高くはないのか、使い
方に見合っているのかなどを再確認し
てみましょう。電気代は電気の使い方そ
のものをまず見直すことが必要です
が、それ以外に契約アンペアの見直しも
できます。また、電力自由化を利用して
電力小売事業者を変えることも検討で
きますが、今は電気代が高くなっている
ので、慎重に検討してください。また、ス
マホの契約内容や携帯電話事業者を
見直したり、生命保険の見直しも効果
があるものです。

　変動費では食費が気になるところで
すが、これも食材の無駄を出さない、余
るほど買い物しないなどの当たり前と
なっている工夫をしていくことが大切で
す。ほかにも、値段が上がっている食材
をふるさと納税の返礼品でもらうという
ことも、食費削減に有効です。
　米、肉、魚、野菜などの食品をはじめ、
ティッシュペーパーや洗剤など、生活に
必要なものが返礼品にあります。ご自
分の収入と家族構成により決まる寄付
上限額までの寄付なら、自分の財布か
ら負担するのは2,000円だけ。それ以上
の金額は翌年の所得税、住民税から戻
ります。寄付をするときには実際いくら
の商品かな？等と考えたりしますが、実
際は2,000円だけの負担ですから、物
価高などを度外視してもお得なのです。
それが被災地等の復興につながった
り、返礼品が規格外で売り物にならな
い商品だったりすると、その自治体の
役に立つこともできます。

　
　細かいことをやってもあまり効果が
ないという方は、支出全体を「家計の三
分法」で管理してみるのも良いでしょう。
支出の全体を把握したうえで、自分の
価値観で支出を「消費」「浪費」「投資」
に分ける管理法です。それぞれの内訳
は「消費」は生活や生きるために必要な

支出で、食費や水道光熱費などです。
「浪費」は明らかにムダな支出。「投資」
は自分の将来に役立つ自己投資や預
貯金・金融投資などへの支出です。
　この割合が「消費：70％」「浪費：5%」
「投資：25%」に近づくように、支出をコ
ントロールします。上手く管理する方法
は、客観的に分けること。主観が入る
と、どうしても浪費がなくて消費や投資
ばかりに分類しがちなので、冷静に分
けていくことが大切です。この管理をし
ていくと、費目に関係なく不要な支出の
みを抑えていけるようになるので、物価
高に影響される家計のやりくりに役立
つものと思います。

普段の生活を見直して
余分な支出を減らす

「家計の三分法」で
支出をコントロール
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『90日で
  貯める力を
  つける本』

『年収200万円からの貯金生活メソッド』の
連載は、今回が最終回となります。

約５年間に渡り、本コラムを執筆させていただ
きました。日常生活の中で何かお役に立てる
ものがあったとしたら幸いです。夢咲Ｃｌｕｂ会
員の皆様より長い間ご愛読いただいたことに
感謝申し上げます。　　　　　　　

横山 光昭

自転車保険
夢咲ACTION

レ ポ ー ト

自転車の利用状況に合わせて共済（保険）プランを検討してみましょう

自転車損害賠償責任保険等の
加入義務化が新潟県でもスタート
全国的に拡がりを見せている「自転車保険※の加入義務化」。
自転車事故により高額な賠償金を請求されるケースが増加しており、
被害者の保護と加害者の経済的な負担を軽減するという二つの観点から
義務化の必要性が増しています。新潟県でも2022年10月1日より加入が義務化されました。
新潟県の現状と共済（保険）加入時に気を付けるポイントなどについて、
専門家であるこくみん共済 coop 新潟推進本部の小嶋舞さんにお話を伺いました。
※自転車保険とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補償するための共済又は保険（自転車損害賠償責任保険等）を指します。

高額になる可能性もある賠償金ですが、共済（保険）に加入していないと自己負担しなければいけません。
万一の時の備えとして共済（保険）への加入は必要です。

新潟県は自転車を持っている家庭の数と比較して、保険の加入率は低く（下記データ2）、
まだまだ事故への備えが充分ではない家庭が多いといえます。

義務化の対象となるのは、加害事故を起こしたときに被害者側に補償できる共済（保険）「個人賠償責任共済（保険）」。
現在ご加入中の自動車共済（保険）や火災共済（保険）などの特約として補償することも可能です。

下段の加入時に確認したいポイントを参考に、自分やご家族の自転車の利用状況に合わせたプランを検討してみましょう。

データから見る自転車事故の状況

共済（保険）加入時に確認したいポイント

自転車事故による高額賠償事例

※新潟県警察本部：
　交通事故のあらまし 男子小学生（11歳）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車

道の区別のない道路において歩行中の女性（62歳）と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らない状態となった。

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を
斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員（24歳）
と衝突。男性会社員に重大な障がいが残った。

新潟県の自転車保有率は約48%で全国17位

出典：新潟県ホームページ

万円9,521

万円9,266

新潟県の自転車事故の発生件数

新潟県の自転車保険等の加入率

損害賠償額

損害賠償額
45位 富山県 39.7%

47位 島根県 35.1%

46位 新潟県 39.5%2位全国
ワースト

現在契約中の共済（保険）の特約
自動車共済（保険）や火災共済（保険）などに自転車
事故への補償が特約として付けられることもあります。

1
POINT

補償対象の範囲
家族全員がまとめて補償できる共済（保険）を選べば、
1人ずつ加入するよりもおトク。

2
POINT

2021年360件

3

こくみん共済 coop
共済ショップ

1

2

共済（保険）金額
万一の時、高額の賠償が必要になることも。
最低でも１億円以上のプランを。

3
POINT

示談交渉サービスが付いているか
賠償金額についてなどの話し合い（示談交渉）を
共済（保険）会社が請け負ってくれます。

4
POINT

お問い合わせ先

2013年7月神戸市

2008年6月東京都

こくみん共済 coop
新潟推進本部

小 嶋   舞 さん
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そ
う
な
ん
だ
！

毎月の返済額
が

心配…

2新車を買いたい！
でも、今もいくつか
ローンがあるし…

見
直
す
？

3
借換えすることで
返済額が減るケースがあるの。
私は〈ろうきん〉に相談したよ。

1 今返済中の
ローンを見直したら、
毎月の返済額を減らす
ことができたよ。

カンタンよ！

4 5 窓口に
行かなくても
ネットから、

24時間申込みが
できるのよ。

 本申込
じゃないから
キャンセルも
OKなんだね。

仮申込？

まずは
ネットカンタン仮申込を

してみたら？

6

でも仕事もあるし、
いつにしようかなぁ？

スマホ料金や保険料（生命保険や自動車保険）の見直しだけじゃない！
今あるローンを見直して〈ろうきん〉ローンに借り換えることで、家計にゆとりがでるかもしれません。

ローンを見直すときは、ろうきんローンに借り換えた後の返済額を知ることが大切！
まずはスマホやパソコンから簡単にできる「ネットカンタン仮申込」でチェックしてみよう。

借換えについて
詳しい情報はこちら▶

※表示金利は2022年11月1日現在※４年間返済した後の残高である約１９７万円をろうきんマイカーローンで借換えた場合のシミュレーションです。この場合、印紙税が2,000円必要です。※元利均等毎月返済によるシミュレーションであり、個々のお取引内
容によっては異なる場合もあります。※上記返済額は金利に変動がないと仮定して試算しています。※借換え後の金利変動により、借換え後の返済額が借換え前の返済額を上回る場合があります。※借換え後の金利変動により、借換え後の金利差が借換
え前の金利差より縮小する場合があります。※マイカーローンの通常金利：年2.30％（変動金利）/最長返済期間：10年/ご融資金額：最高1,000万円※店頭またはホームページで返済額の試算をいたします。※詳しくは店頭に説明書をご用意しております。

総返済額

約227万円 約378万円

約358万円

4年間の返済総額 残り6年間の返済総額

●金利／年1.7％（変動金利）
●毎月返済額／約2.9万円

ろうきんマイカーローン

A社自動車ローン

借
換
え

借換えって？
「借換え」とは今現在ローンを利用している金融機関から、別の金融機関
に乗り換えること。金融機関によって毎月の利息が異なるため、利息分
の支払額が変わることでおトクになるケースがあるのです。

こんな方は〈ろうきん〉で家計の見直ししませんか？

もちろん店頭でもお気軽にご相談ください。
事前にご予約いただくとスムーズです。

パソコンやスマホから
来店予約が可能です

来店予約

ろ
う
き
ん

ネットカンタン仮申込で！
スマートフォンでもパソコンでもOK！

24時間受付で審査もスピーディー！
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！

今あるローンを見直すと
毎月使えるお金が増えるかも！？

いろいろなローンの見直し・借換えに対応します！

etc.住宅ローン 教育ローンマイカーローン カードローンや
キャッシング

A社自動車ローンで300万円を借入れし、10年間で返済した場合例えば…

ろうきんは

約207万円

●金利／年4.8%（変動金利）
●毎月返済額／約3.2万円

約151万円A社自動車ローン

毎月の返済額は約3,000円もおトクに！
総額ではなんと約20万円もおトク！

ろうきんのマイカーローンで
借換えをすることで

ローンの借換え、
まずはネットカンタン仮申込から！

借換えのお申込みは

引き続き
A社で返済
した場合

利息分が約20万円もおトクに！

車の購入先で
契約したローン

（ディーラーローン）や
他金融機関の
マイカーローンの
返済を続けている

複数ある
ローン返済が大変…
一本にまとめたい

クレジットカードで
分割払いを
している

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

お役立ちマネー情報 1 お役立ちマネー情報 2



家計家計

昨年に引き続き実施するオンラインセミナー。

今年は、“節約”をキーワードに、「家計（お金）」「着回し（洋服）」

「時短レシピ（時間）」「整理収納（スペース）」について、

4つの分野のスペシャリストからレクチャーいただきます。

毎日を楽しく、豊かな気持ちで過ごせるような暮らしのヒントが満載のセミナーです。

ぜひこの機会にご視聴いただき、楽しい節約をはじめてみませんか？時短レシピ時短レシピ 整理収納整理収納

着回し着回し

節約暮らしに役立つ
のコツのコツ

配信期間 2022年12月14日●　2023年3月31日●水 金～
※配信期間中以外はご視聴いただけません。あらかじめご了承ください。

から！
「新潟ろうきん
   YouTube公式チャンネル」ご視聴は

「ファッションコーディネートの
  コツと着回し術」

講師： 丸山 晴美さん
　　    節約アドバイザー

「物価上昇対策
  今すぐできる家計節約術」

講師： こじま ひできさん
　　    ふうどスタイリスト

「忙しくても美味しくできる
  時短レシピ」

講師： yumiさん
　　    スタイリスト

「ファッションコーディネートの
  コツと着回し術」

講師： 海津 ゆうこさん
　　    整理収納アドバイザー

「時間とスペースを節約！
  整理収納のキホン」

「物価上昇対策
  今すぐできる家計節約術」

「時間とスペースを節約！
  整理収納のキホン」

「忙しくても美味しくできる
  時短レシピ」

「ファッションコーディネートの
  コツと着回し術」

新潟のがんばる女性を応援！

新潟ろうきん女性応援プロジェクト

プロ
グラム

プロ
グラム

プロ
グラム

プロ
グラム

プログラムごとにご視聴いただけます

今日からできる！

お役立ちマネー情報 3
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皆さまのライフプランに合わせた
充実のローンラインナップ！

マイカーローン
保証料0円、低金利＆低負担で“あんしん”

〈ろうきん〉では、マイカーローンご利用の皆さまと共に
交通遺児の方々の生活を支える活動をしています。

詳しい情報は
こちらから！

教育ローン〈そのつど借入型〉
必要な時に、必要な金額を借りられて“あんしん”

詳しい情報は
こちらから！

●自動車購入だけでなく車検費用や修理、タイヤ購入、
　カーポートの購入など幅広い用途に使える！
●ネットから申し込むだけで金利引き下げ！

●志望校決定前のご相談・お申込みOK！
●出費が重なる在学中は利息返済のみでOK！
●授業料はもちろん仕送りや家賃での
　ご利用もOK！
●ネットから申し込むだけで
　金利引き下げ！

ワンコイン寄付の取組み

あんしん住宅ローン
ご夫婦ふたりに生命保険がついて“あんしん”

詳しい情報は
こちらから！

おまとめローン
月々の返済がラクになって“あんしん”

詳しい情報は
こちらから！

●複数のローンをひとつにまとめて、負担を軽減！
●毎月の返済額が少なくなったり
　利息を減らすことができる可能性あり！
●返済や口座の管理が
　簡単になります！

ろうきんカードローン
いつでも使えるのに低金利で“あんしん”

詳しい情報は
こちらから！

フリーローンWish
自分のためにアレコレ使えて“あんしん”

詳しい情報は
こちらから！

●限度額によって金利は変わりません！
●使い道は自由！急な出費にも便利！
●コンビニATMで24時間利用可能！

●引越費用、結婚資金、旅行費用、ペット購入、
　家具・家電購入など使い道は自由！

ご夫婦2人で住宅ローンをご返済いただく方のための
“あんしんサポート保険”

夫 婦 連 生 団 信
夫や妻に万一のことがあったとき、
住宅の持分や返済残高にかかわらず
住宅ローン残高0円。

※対象となるコンビニエンスストアについて
　詳しくは店頭までお問い合わせください。

ろうきんインフォメーション
Rokin Information

ろうきんインフォメーション
Rokin Information

ラ・ラ・
ライフ

新潟の女性を応援する情報サイト新潟の女性を応援する情報サイト新潟の女性を応援する情報サイト新潟の女性を応援する情報サイト

女性のための ラララ♪ なこと、満載です

暮らしに寄り添ったコンテンツ！役立つ情報を随時発信中！

RaRa♪Life
Webサイトは
こちらから

RaRa♪Life
Instagramは
こちらから

親子で楽しめる
  お出かけ・
  ランチ情報

子育て・
仕事に関する
時短テク

お金に関する
Q&A

新潟ろうきん 女性応援プロジェクト
“仕事や子育て等で日々がんばっている女性を応援すること”を目的に、2017年度に結成され、新潟ろうきん女性職員が中心となって活動しています。

お金に関するセミナーの実施や情報サイトの運営、お金の大切さを伝えるオリジナル絵本や読み聞かせ動画の作成、
妊活サポートローン「くるみ」の開発等、様々な取組みを行っています。



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

家族のこと、職場や仕事のこと、こころのこと… ひとりで悩まずお電話ください
生活・仕事

 etc.

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

0258-86-8898新潟県ライフサポートセンター 月～金10：00～16：00（祝日を除く）

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、
お気軽にお電話でご相談ください。

法律 健康 生活 仕事

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」事務局に確認の上、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。

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】

県内
５カ所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
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。

初回相談無料（電話相談 分20 面談相談 分）45

こんなお悩み、ご相談ください

職場内の問題 誹謗中傷 空家問題

交通事故 家庭内問題 後見 相続

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。弁護士無料法律相談

法 律

時間24 年中無休 相談料無料

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〉

【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。●ご提供いただきました個人情報の開示等を求めることが可能です。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。

●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）

通話料無料 ホームページからもご相談いただけます。

0120-251-052 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。

新潟ろうきん夢咲Club会員の方 と々配偶者及び
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

健 康

無料相談サービス新潟ろうきん
夢咲Club会員限定
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シニア俱楽部との共催イベントとして、2022年10月30日（日）、新潟
ユニゾンプラザ多目的ホールにおいて、笛人（ふえびと）本宮宏美
ファミリーコンサートを開催しました。定員400名をはるかに超え
る、566名（284世帯）からご応募いただき、抽選によってご来場者
を決めさせていただきました。コンサートでは、本宮さんのオリジナ
ル曲をはじめディズニーのカバー曲も交えた演奏が行われ、小さな
お子様からシニアの方まで大勢の皆様から楽しんでいただけた公
演となりました。また、当日のご来場者にワンコインチャリティをお
願いした結果、97,925円もの善意が寄せられ、新潟ろうきん福祉
財団が行う高校生向け給付型奨学金事業に全額寄付をさせてい
ただきました。

夢咲Ｃｌｕｂ通信夏号（第64号）でもお知らせしたとおり、新潟県労
働金庫創立70周年を記念した特別利用配当金（当Club分は約
2,122万円）の中から、ほぼ全額にあたる2,100万円を新潟県労働
者福祉協議会（県労福協）が取り組む「新潟ろうきん福祉財団」へ
の給付型奨学金事業に寄付を行いました。

小学生と保護者様を対象としたWeb形式によるオンラインセミ
ナーを2022年8月21日（日）に開催しました。セミナーは、低学年
（小学1年生～3年生）と高学年（小学4年生～6年生）に分けて、未
来の社会とお金の関係性、およびお金の使い方（消費、貯蓄、投
資、寄付）等について、午前・午後と2回開催しました。当日は、各回
10組の定員に対して、低学年の部7組、高学年の部7組（保護者を
含めて計31名※）からセミナーにご参加いただきました。セミナー
終了後、参加７割のご家庭からアンケートへのご回答があり、セミ
ナーの満足度、内容について高い評価をいただきました。
※一世帯で２名のお子様が参加されたご家庭を含みます。

お子様向けマネーセミナーを
開催しました

「笛人」本宮宏美
ファミリーコンサートを
開催しました

新潟ろうきん福祉財団の
高校生向け奨学金事業に
寄付を行いました

本宮宏美

ろうきん夢咲C l u b 活　動　報　告

現代の米百俵運動
県労福協の取組みに、多くの労働組合等団体、
企業、個人の方が趣旨に賛同し、10月末現在で
3億6千万円を超える寄付が集まりました。これ
により、向こう10年間に渡って、高校卒業までの
3年間月額1万円の奨学金（返還義務のない）を
毎年100人に給付できるようになりました。


