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燕市分水桜町一丁目 4 番 14 号
電話： 0256-97-2101
https://www.niigata-daiei.shinkumi.jp/

新潟大栄信用組合　様

　広報つばめ４月号（暮らしの鍵情報）

※修正等の有無を、３月 15 日（月）午後５時までに連絡願ます。

初 校

燕市 地域振興課 広報広聴係
担当：滝沢
電話：0256-77-8363
FAX  ：0256-77-8305
masaki_takizawa@city.tsubame.lg.jp

給与振込キャンペーン
キャンペーン期間 ６月30日まで!!

※詳しくは、お気軽に店頭窓口へお問い合わせください。

分のQUOカード

新たに当組合への給与振込指定で

3,000円
プレゼント！

3,000円

新潟大栄

まずはお電話ください！
 tel.0256-78-7005

燕市吉田大保町 12-76
県立吉田病院ななめ前

※他店から乗換の方は入会金無料（条件あり）

Ｊ‒サーキット燕吉田　様

　広報つばめ８月１日号（暮らしの鍵情報）

※修正等の有無を、７月６日（月）午後５時までに連絡願ます。
　その後も修正可能です。

燕市 地域振興課 広報広聴係
担当：渡邉
電話：0256-77-8363
FAX  ：0256-77-8305
noriaki_watanabe@city.tsubame.lg.jp

女性専用30分フィットネス

-サーキット燕吉田J わずか30分で全身の主要筋を全て
使った効率的なトレーニング法！
２週間無料体験実施中！

◉入会金　10,000 円（税抜）
◉月々　　  5,500 円（税抜）

感染症対策を十分に行って営業しています。感染症対策を十分に行って営業しています。

初　校

燕西蒲勤労者福祉サービスセンター　様

　広報つばめ（令和３年５月号くらしの鍵情報）

燕市 地域振興課 広報広聴係
担当：滝沢
電話：0256-77-8363
FAX  ：0256-77-8305
masaki_takizawa@city.tsubame.lg.jp

公益財団法人
燕西蒲勤労者福祉サービスセンター
〒959-1263
燕市大曲 3015 番地
TEL 0256-61-1430
FAX 0256-61-1431

愛称：タンポポ

会員募集中会員募集中！！職場の福利厚生を
 タンポポが応援します！
職場の福利厚生を

 タンポポが応援します！

燕市と弥彦村
より支援

されています。

安心
　日帰り温泉・
レジャー施設・コンサー
トなどお得な事業が盛り
だくさん。

お得

会社も従業員も
大満足！

お一人さま会費
月々 500 円

低負担

全福センター加盟

燕市　タンポポ加入は、燕市と弥彦村で勤務する従業員と事業主の方ならどなたでも！
　　　　　　　　　　　　（社員・パート問いません）

※昨年と同じ内容で掲載させていただきます。
　色をピンクからブルーに変更しましたのでご確認ください。

▲

こ
ち
ら
は
有
料
広
告
で
す
。

▼

こ
ち
ら
は
有
料
広
告
で
す
。

※おたんじょう・おくやみのコーナーに掲載を希望する人は、燕市役所の窓口へ直接申し出てください。

子の名 ふりがな 保護者 行政区
由芽 ゆめ 本間　康弘 南三丁目
一莉 ひより 島　寛樹 南七丁目
朝陽 あさひ 山岡　寛典 南八丁目
凪砂 なぎさ 織田　祐毅 井土巻一丁目
流光 るい 高橋　賢行 井土巻一丁目
あさひ あさひ 葊瀨　歩 殿島一丁目
日向 ひなた 加藤　純成 東町
蓮 れん 星野　真輝 東町
豪 ごう 大崎　敦史 東町
湊人 みなと 斎藤　祐輔 水道町四丁目
綾之介 あやのすけ 細田　隆史 日之出町
幹人 みきと 櫻井　雄治 日之出町
航暉 こうき 堀谷　圭將 中央通五の二
陽菜乃 ひなの 丸山　恭太 小高
仁 じん 渡邉　哲也 桜町
結佳 ゆいか 前山　和也 小池新町
優桜 ゆら 近藤　晃 下粟生津
紗耶 さや 長谷川　拓矢 下粟生津
優斗 ゆうと 樋浦　光 吉田西太田
羽琉 はる 太島　勇人 吉田西太田
史奈 ふみな 金子　俊郎 吉田本所
世奈 せな 金子　俊郎 吉田本所
心結 ここな 内藤　望 吉田弥生町
弥桜 みお 平松　翔 吉田弥生町
蓮也 れんや 中村　祐也 分水桜町三丁目
麦 むぎ 袖山　真貴 分水学校町
春陽 はる 月橋　未来 一ノ山

○おたんじょう（敬称略・3/16 〜 4/12 届出分）○おくやみ（敬称略・3/16 〜 4/12 届出分）

亡くなられた人 年齢（歳） 行政区
源川　宏行 73 前郷屋
齋藤　努 85 中央通五の二
坂田　キセ 93 中央通五の三
遠藤　登美枝 67 中央通五の三
金子　久夫 82 小高
　山　豊次 89 小池
松㟢　ハナ 86 柳山
佐川　ハル 98 杉名
髙橋　靖子 76 大曲
相澤　壽夫 84 大曲
葊川　潤 49 大曲
大泉　文子 77 灰方
小澤　毅 96 二階堂
本間　基子 75 小牧
岡﨑　チイ 93 次新
諏佐　 80 新生町
竹田　晴久 70 舘野
髙波　清一 89 長所
猪股　ハツエ 83 西槙
荒木　昭二郎 88 中央
幸田　進 84 吉田鴻巣
瀨戸　キク 94 吉田本町
吉田　茂 90 吉田中町
田村　弘 95 吉田弥生町
丸山　優子 79 吉田弥生町
長谷川　節子 91 吉田新町
横山　エイ子 84 吉田旭町四丁目
小林　弘 74 吉田栄町
山﨑　紀 86 吉田東栄町
笹川　キト 91 分水桜町三丁目
本田　厚志 79 下諏訪
齋藤　セツ 90 分水大武一丁目
尾坂　信子 85 分水大武三丁目
松井　一男 89 新興野
中野　清 67 分水あけぼの一丁目
小川　照 92 横田
五十嵐　稔 84 横田
小塚　ハル 93 横田
池内　タケ 90 新堀
本田　ミヨ 90 中島
松井　ウメ子 81 長辰
田邊　ヨシ 94 大川津
近藤　寅一 81 五千石
久住　勲夫 68 五千石

○おくやみ（敬称略・3/16 〜 4/12 届出分）

亡くなられた人 年齢（歳） 行政区
井島　正市 89 南一丁目
西山　惠美子 81 南二丁目
海藤　直寿 52 秋葉町一丁目
山崎　徹 73 秋葉町一丁目
峰島　幸市 78 水道町三丁目
穗苅　昭榮 85 日之出町
池田　ハル 95 中央通三丁目
石黒　優 84 中央通三丁目
笠原　房子 100 幸町
増井　雅光 92 白山町三丁目
佐藤　亜美 30 下太田
丸山　ミサ 89 寺郷屋
大泉　昭治 93 寺郷屋

相　談 相談日 時　間 会場など 備　考

法律相談
20日㈭ 午後１時～４時30分 燕市役所会議室101

担当：新潟県弁護士会弁護士
要予約：市民課 市民生活係 ☎0256・77・8107　
5月6日㈭から予約受付開始（交通事故相談は除く）

10日㈪
28日㈮ 午後１時～３時30分 燕市民交流センター

担当：新潟県弁護士会弁護士
要予約：燕市社会福祉協議会 ☎0256・78・7866
予約受付中

行政相談 18日㈫ 午前10時～正午  　 燕市役所会議室101 問合せ:市民課 市民生活係 ☎0256・77・8107
消費生活相談 月～金　午前９時～午後４時　※祝日、年末年始を除く 問合せ:市民課 消費生活相談窓口   ☎0256・77・8302 

交通事故相談 月～金　午前９時～午後５時 新潟県交通事故相談所
☎025・280・5750

内容：交通事故に関する「心の悩み」、損害賠償請求、示談の
進め方など

妊娠からの子育て
相談コーナー

月～金
午前８時30分～午後５時15分

子育て支援課 子どもサポート係
☎0256・77・8224 内容：妊娠、出産、子育てに関する相談

燕スマイル・
サポート・ステーション

月～金
午前８時30分～午後５時15分

学校教育課☎0256・77・8308
smasta18@docomo.ne.jp

内容：小学生から39歳までの悩み相談（いじめ、不登校、ひき
こもりなど） ※電話・メールまたは直接来所（オンライン相談可）

子育て、虐待
などの相談

月～金
午前８時30分～午後５時15分

社会福祉課
☎0256・77・8105

内容：DV、虐待など要保護児童に関する相談
※児童虐待の通告は社会福祉課または児童相談所

（☎025・381・1111または全国共通ダイヤル☎189）へ
女性のための
総合相談窓口 18日㈫ 午前９時～正午

午後１時～４時 燕市民交流センター 内容：夫婦、家族、育児、介護、セクハラ、ＤＶなど
要予約：☎0256・92・2121（予約専用・地域振興課）

女性福祉相談 月～金
午前８時30分～午後５時15分

新潟県女性福祉相談所
☎025・381・1111 内容：ＤＶなど

自殺予防
いのちの電話 年中無休・24時間 ☎025・288・4343 担当：新潟いのちの電話事務局

新潟県こころの
相談ダイヤル 毎日24時間 ☎0570・783・025 担当：新潟県障害福祉課 いのちとこころの支援室

ひきこもり相談 月～金
午前８時30分～午後５時

新潟県精神保健福祉センター
☎025・284・1001 内容：ひきこもりに関する相談

心配ごと相談 12日㈬・19日㈬・26日㈬
午後１時～４時 燕市民交流センター 問合せ：燕市社会福祉協議会 ☎0256・78・7866

生活に関する
相談

月～金
午前10時～午後５時

県央ライフサポートセンター
☎0256・36・5757 内容：労働、金融、法律、家庭など

司法書士相談 ６日㈭ 午 後１時 ～３時 燕市役所会議室101 担当：リンクサポート 予約受付：三
みな

部
べ

正
まさ

哉
や

司法書士事務所
 ☎0256・93・2413  ※月～金 午前９時～午後５時

労働・年金
相談 2７日㈭ 午前10時～正午 吉田産業会館 担当：社会保険労務士会三条支部社会保険労務士

１週間前までに要予約：吉田商工会 ☎0256・93・2609

就職相談 月～金　午前９時～午後４時30分 
※祝日、年末年始を除く 吉田産業会館 担当：燕市地域職業相談室 ☎0256・94・7055

内容：仕事の相談・紹介

若者のための
就職相談

毎週火・木曜日
午後１時 30 分～３時 30 分

燕市民交流センター、燕庁舎、吉田産
業会館、中央公民館、分水福祉会館
のいずれか（お問い合わせください）

担当：三条地域若者サポートステーション
内容：15～49歳までの人、またはその家族の就労相談
要予約：☎0256・32・3374  ※祝日、年末年始を除く

相談ア・ラ・カ・ル・ト ★相談は無料で受けられます

5 月5月

6 月の早期相談をお知らせします

●法律相談 ６月21日㈪ 燕市役所会議室 101 ※６月１日㈫予約受付開始
●法律相談 ６月10日㈭・30日㈬ 燕市民交流センター ※５月17日㈪予約受付開始
●司法書士相談 ６月３日㈭ 燕市役所会議室 101
問合せは上記一覧をご確認ください。問合せは上記一覧をご確認ください。
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