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「新潟県民のための教育・文化活動」助成事業

厚生財団では新潟県民のための教育・文化活動への支援として、県内の教育振興団体や一般の地域
住民、子どもたちが参加する事業などに助成を行っています。今年度これまでに助成した団体及び事
業をお知らせいたします。
◇協

賛◇

いじめ根絶にいがた県民会議 平成23年度「深めよう

絆

県民運動」 100万円

◇団体助成◇
25団体

750万円

新潟県小学校長会

新潟県特別支援教育研究会

新潟県特別支援学校体育連盟

新潟市小学校長会

新潟県特別支援学校長研究会

新潟県高等学校文化連盟

新潟県中学校長会

新潟県家庭科研究会

新潟県学校家庭クラブ連盟

新潟市中学校長会

新潟県学校事務研究協議会

新潟県公立学校事務主幹会

新潟県小中学校教頭会

新潟県養護教員研究協議会

新潟県ＮＩＥ推進協議会

新潟県高等学校長協会

新潟県小学校体育連盟

新潟県同和教育研究協議会

新潟県小学校教育研究会

新潟県中学校体育連盟

新潟県教職員組合

新潟県中学校教育研究会

新潟県高等学校体育連盟

新潟県公立学校退職校長会

新潟県高等学校教育研究会

◇事業助成◇

普通事業助成
①支部単位助成事業

②伝統文化芸術・サークル活動等

ǽ14事業ǽǽ135万円

ǽ90団体ǽǽ400万円

新潟秋葉支部 秋葉区小学校ふれあい音楽会

③研究指定校・研究物発刊団体等

上 越支部 上越市校長会教育講演会

ǽ17団体ǽǽ119万円

三 条支部 ふるさと絵画コンクール

特別事業助成

新発田支部 新発田市小・中学校幼稚園合同講演会
加 茂支部 加茂市学校教育研究協議会夏季研修教育講演会

ǽ８事業ǽ170万円

十日町支部 十日町市津南町小中学校ＰＴＡ研究集会

第48回新潟県学校図書館研究大会三条大会
兼）
第26回北信越地区学校図書館研究大会三条大会

燕 支部 燕市西蒲原郡小学校教育研究会「教育講演会」
五 泉支部 五泉市小学校音楽交歓会

第45回全国女子体育研究大会新潟大会

魚 沼支部 魚沼市・川口町教育振興会「教育講演会」

第45回全日本聾教育研究大会長岡大会

佐 渡支部 佐渡市小学校学習指導研究会

第5回北信越盲学校卓球大会

西蒲原支部 弥彦燈籠まつり「子ども燈籠押し」

第52回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会新潟大会

東蒲原支部 阿賀町小学校演劇鑑賞会

第47回関東高等学校演劇研究大会 −新潟会場−

中魚沼支部 津南町小学校ミニコンサート

第51回北信越理科教育研究会新潟大会

高等学校支部 第 25 回新潟県高等学校総合文化祭

第51回関東甲信越静地区造形教育研究大会新潟大会

助成総額

１,６74万円
2ġ

（平成２３年１２月末現在）
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普通事業助成③「研究指定校・研究物発刊団体等」について
〜全県規模の「研究指定校・研究物発刊団体」が助成対象です〜
ȁ଼ĳĴාഽͤ͢Ȃ૧̹ͅຽমު੩଼ӳ̦ΑΗȜΠ̱̱̹͘ȃ़࢚౬໐ಿٛ̈́̓́ٽါ
ͬ୰ྶ̵̯̞̹̺̞̹̭̀͂ͧȂࣽාഽ͉Ĳĸ౬ఘ̥ͣ૭̦̜̱̹ͤ͘ȃ
ȁ̭͈মު͉Ȃࡇܰ࿅͈ࡄݪٛٳटࢷ̱͂̀ȶࡄݪঐ౬ఘ൝ȷ͈ࡄݪঐ̫̹ͬȂ൚͈ڂ
ݪࡄ͍ݞࢷڠอۏ౬ఘͬచયͅ੩଼࣐̠͈̳ͬ́͜ȃ
ȁȶࡄݪঐ౬ఘ൝ȷ͉͂Ȃষ͈౬ఘ̞̞̳ͬ͘ȃ
ӱȁࡇȆঌ֗ޗտ֥ٛࡇ͍ݞȆಎࢷڠಿٛȂࡇࣞ൝ࢷڠಿފٛȂඅ༆ࢷڠ׳ಿٛȂ
ȁȁġࡇݪࡄ֗ޗࢷڠٛȂࡇಎݪࡄ֗ޗࢷڠٛȂࡇࣞ൝ݪࡄ֗ޗࢷڠٛȂඅ༆ݪࡄ֗ޗ׳ٛȂ
ဘ౽ಿٛ̈́̓
Ӳȁ̷͈ఈȂ໐ڠشજ൝͈౬ఘ̞͉̾̀ͅȂࡢ༆ͅ౯̳ͥ
ȁ଼ĳĵාഽ̞̾̀͜ͅȂ़࢚౬໐ಿٛ̈́̓́ȶ૭ါࣇȷͬͅܖ୰ྶ̵̧̯̞̹̺ͬ̀
̳͘ȃ̮൦̤̳̱̹̞̞ͬ͘ܐȃ
ȁ̤̈́Ȃ̭͈মު͉ȶࡇܰ࿅͈ࡄݪঐࢷȷ͍ݞȶࡄݪอۏমުȷ̧̾ͅȂˍ͈ٝ੩଼͂̈́
̳͈ͤ́͘Ȃ̱̩̤̳̱̹̞̞ͧ͘͢ܐȃ

「伝統文化芸術・サークル活動等」実施状況
ȁྀාఉ̩͈౬ఘ̥ͣ૭̞̹̺̞̞ͬ̀ͥȶഥൡࠝاȆȜ·σڰ൲൝ȷ͈Ȃˏා͈ۼ੩଼ঔ
ે͂ޙȂࣽාഽ͈ڰ൲༆੩଼ঔ̤ࣣͬڬ̵̞̹̱̳ͣ͘ȃ
１．助成実施状況(年度)
（円）

92件

5,000,000

２．活動別助成実施割合
90件

（件）

100

伝統文化・
芸術の継承活動

80

4,000,000

サークル活動等

59件
60

3,000,000

448万円

400万円
40

2,000,000

55％
218万円

41件

290万円

49件

20

1,000,000
0

45％
182万円

0

平成21年度

平成22年度

平成23年度

活

動

紹

介

〜みなさまの事業・活動の取組をご紹介いたします。〜
ঌ
૧ګཤߊ
ঝݿঌ
̧͈͜ࢷڠȜ·σ
༷ؖలඵࢷڠȪ̞̰͞૰ڢȫ ධෝࢷڠȪڠਠঐ൵٨औࡄݪ
ȶ̧̥͚̯ͩͣȷ
মުऔڰဥފႁࢷகম႕༭࣬ٛȫ

わかむらさき茶会

文化祭での披露

ġ3ġ
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貸金業と認可特定保険業の概要と影響について

ȰɁᴶ

ȁ़๊֚౬༹૽͈͒֊ฺ࣐̞ͅȂ़࢚౬̦࣐̞̽̀ͥັমު͂අ༆࢚মު͈֚໐̦Ȃ߄ު༹͞༗ࡏ
ު༹͈ഐဥ̫̭̳ͬͥ͂̈́ͤ͘ͅȃ
ȁ़౬̱͉͂̀Ȃ߄ު༹ͥ͢ͅ߄ު৪͈ഴ̳͈̥ͬͥ༗ࡏު༹ͥ͢ͅخඅ༗ࡏު৪͈ഴ̳ͬͥ
͈̥Ȃ֊࣐૭̵఼̱̫́̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘͘ͅȃ̷͈߄ު͂خඅ༗ࡏު̞࡛̾̀ͅশത́ထே̯ͦ
͉ͥޣגȂষ͈̠͢ͅࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
貸

金

業

認 可 特 定 保 険 業

１．参入条件

１．対

象

最低純資産額が原則5,000万円以上。

平成17年の保険業法改正時に共済事業等の特定保険業を

法令順守のための貸金業取扱主任者の資格を有する者を配

行っていた者で、一定の要件（一般社団・財団法人・純資

置する。

産が1,000万円以上）に該当する者は、行政庁の認可を受
けて当分の間特定保険業を行うことができる。

２．貸金業協会の機能強化

法 律 の 概 要

２．業

貸金業協会の加入が義務付け。

務

平成17年の保険業法改正時に行っていた特定保険業の範

過剰貸付防止ルールを制定し当局が認可する。

囲。

３．行為規制の強化

資産運用の方法は一定の範囲内で行政庁の承認が必要。

トータルの元利負担を記載した書面の交付の義務付け。

保険募集に係る重要事項の説明義務と虚偽報告の禁止。

重要事項変更の場合は書面交付の義務付け。

３．経理・監督

４．指定信用情報機関へ加入

特定保険業と他の業務を区分経理する。

指定情報機関に個人の貸付状況、その他必要事項を提供す

財務諸表・組織や業務内容・リスク管理体制等の財務状況

る。

を開示。

５．総量規制の導入

支払準備金等の区分に応じた責任準備金（保険料積立金、

給与明細書等により借り手の返済能力調査の義務付け。

未経過保険料、異常危険準備金等）の積立の義務が必須。

住宅ローン等（不動産購入、自動車購入時の担保貸付等）

保険計理人の選任が必要。保険計理人を要しない時は、保

を除き、総借入額が年収の３分の１に制限。

険料の積立てに係わる長期保険等の扱いができない。
監督官庁への報告、立入検査及び業務改善命令等。

◎特別厚生費のうち、10万円を超える給付額は保険業に該当す

◎特別厚生費のうち、10万円を超える給付額は保険業に該当す

影

るため、社会通念上妥当な見舞金の範囲内（10万円以内）に

るため、保険計理人の関与が必要となる。

減額して貸金業を行うことになる。

◎現職団員と継続団員では、積立金の払込み方法が異なるため

響

◎総量規制により借入限度額が年収の３分の１の規制。

区分経理をして、それぞれの保険料収入で給付事業を補うこ

◎借入時に信用情報機関の調査を受け借入れ時間を要す。

とになる。保険業に該当する継続団員の災害見舞金を社会通

◎総量規制の対象外となる住宅や自動車購入貸付（修理・修繕

念上の妥当な金額（10万円以内）にすることで、保険業の附

等は対象外）は、担保設定等が必要。

帯事業となるので区分経理の必要性もなくなる。

◎信用情報機関に団員の個人情報を登録。

◎認可特定保険業は、資金運用の手段として貸金業の適用を受
けずに貸付事業が可能。

★貸金業か認可特定保険業かどちらを選択するかは、１月の理事会で決定していただく予定です。

ホームページのお知らせ
ホームページでは事業案内や寄付行為の閲覧をはじめ、書式集から必要な書類をダウンロードしてお使いいただけます。

●必要書類をダウンロードできます

新潟県教職員厚生財団
（トップページイメージ）

【現職団員用】
࢚߄ୟၛ̳ͥͅ۾
࢚
අ
අ༆࢚௭ဓ̳ܰͥͅ۾
ڎਅ߄ັ߄̳ͥͅ۾

【継続団員用】
࢚߄ୟၛ̳ͥͅ۾
අ༆࢚̳ͥͅ۾
Ȫ࡛ȟࠑވȫ
【総合健診（人間ドック）
】
ɦġ̹̺̱Ȃ͈̀႒ͬࠇश̵̱̞͈̀ͭ́͘Ȃࠇश̱̞̀̈́
̞႒͉̮̞̯̺̩ݥȃ

●メールでのお問合せやご意見を受付けています
⇒ info@koseizaidan.or.jp
4ġ
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࢚  ़ ౬ȁࢩ༭ġԲˍˌˍ

年度末退職に伴う手続きとお知らせ
忘れずに
手続きを
お願いします！

▼退団手続きと継続団員加入の申込み
ȁාഽྎͅప̯ͦͥ౬֥͉Ȃܱئ႒ͬܢ́͘ͅຈ̴̮̩̺̯̞ȃ
提出書類
提出期限

…「厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員申込書）」
… 平成24年3月26日（月）まで

ȁĳͅڎਫ਼௺ਫ਼զ͒Ȃਫ਼͈Ĳ໐͂મ̱̞̮մඤͬอ̞̹̱̳͘ȃ़͉࢚౬͈γȜθβȜ
ΐ̥ͣ͜Θ;ϋυȜΡ̧̳͈́́͘Ȃ̸̠̮̓ڰဥ̩̺̯̞ȃ̧ࢃȂ࢚߄ୟၛ߄̥ͣڎਅັ߄ॼ
ࣞȆ༗ࡏၳ൝ͬࢱੰ̱̀Ȃܱئ߄ͅ࿗ݥ͈̮ঐ࢛ज͒૦ࣺ͙̳ͤ͘ȃ

☆厚生資金積立金払戻金の送金日☆
平成24年4月27日（金）
ȁ࿗߄͈ڣ଼͉ĳĵාĵĳıࣼ
ུ̮ͅ૽զ̵̤̞̹̱̳͒ͣ͘ȃ

赤枠内は退職する全団員が記入

継続団員制度のお知らせ
退職後も継続して団員になることができます
継続団員の加入を申込む場合
は︑青枠内も併せて記入

加入資格
①在団期間が25年以上の方
②退職後も新潟県内に在住の方もしくは、
現職時に隣接県から通勤勤務していた方
継続団員積立金
・入団時に130万円以上を積み立てていた
だきます。毎月の積み立てはありません。

継続団員に加入すると…

ɞຽ࢚Ȇඅ༆࢚͈௭ဓ
ɞġ ࣣ࠲ Ȫ૽ۼΡΛ·ȫ ͈
ȁ༞੩͂դஉ
ɞġڰ߄ັ߄͈၌ဥ
ȁȪୟၛ߄ํ͈ڣսඤȫ
ɞġࠑ౬֥Ⴒ၁͈̮ٛ͒ઉఞ
ȁȪ؉໘ݯȫ
ɞޗ֥ನȪεΉΛΠๅȫ͈௭೮
■加入状況
（12月末現在）
／3,568名
■23年度新規加入者／226名

▼三井生命保険の取扱い

▼特別厚生費の贈与
【永年団員祝金】 １〜６万円ȁ（自動振り込み）
ȁව౬ා଼̦Ĺාഽոஜ͈౬֥͉Ȃࠐً͈ۼܢ
ࣣ̱֚ࠗͬ̀گపশͅ௭ဓȪķྎȫ

三井生命普通保険
継続団員に加入の方
Ȇ౬ఘե̞́ྖࠑ́͘ܢ̧̳́͘ȃ
Ŝව౬ා଼̦ĺාഽո͈ࣛ౬֥͉Ȃ࡛শͅ௭ဓफ͙̳́ȃ
Ş
Ȇġ༗ࡏၳ͉ഴ̱̹࢛ज̥ͣু൲૦ఢ̞̹̱̳͘ȃ
在団年数 10年以上 10,000円 20年以上 20,000円 25年以上 30,000円
30年以上 40,000円 35年以上 50,000円 40年以上 60,000円
Ȫરဓ̞ੰ̩ȫ
継続団員に加入されない方
【結婚祝金】 ５万円 Ȫུ૽̥ͣݥȫ
Ȇġࡢ ૽ե̞ͅ་̳ͩͤ͘ȃࣽࢃ̧͈̞̾̀ͅ
ȁప౬ࢃĴύոඤࠫͅँȪවୠȫ̧̯̹ͦ͂ͅ௭ဓ
२֔ྵͤ͢Ⴒ၁̦̜̳ͤ͘ȃ
Ŝ̮ၰ૽̦౬֥̜́ͦ͊Ȃ̷̸͈༷̥̮̳̫̺̹̞ͦͦͣ͘ݥȃ
Ş
教職員年金制度
継続団員に加入の方
Ȇġķıपྚྖ̮́ప͈༷͉Ȃྖķıप́͘ࠑ̧́
̳͘ȃ
Ȫરဓ̞ੰ̩ȫ
継続団員に加入されない方
Ȇġ͈߄ ڥ̞͉ࠑ̵̧́ͭ͘ȃࣽ́͘ୟ͙ၛ
̧̹̤̀̀ͬ߄ڥ̞̹̺̩̹৾ͤ͛Ȃમळͅ
̞̾̀२֔ྵͤ͢Ⴒ၁̦̜̳ͤ͘ȃ

▼退職を祝う会への招待
ȁ଼ĳĴාഽྎͅప̯ͦͥȂह౬ාତĳĶාոષ͈
༷̦చય̳́ȃ̞̱ڢःྀ̜ٛͤ͜ාఉ̩͈༷ș̦
̯̞̳ͦ̀͘ȃଵ̮४̞̯̺̩حȃ
上越会場 ６月 8日（金）やすね
中越会場 ６月14日（木）長岡グランドホテル
下越会場 ６月21日（木）ホテルイタリア軒
ġ5ġ
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新潟県教職員厚生財団「創立百周年記念事業」の準備状況について
財団の新しいマーク

その7

を４月から募集します。

ȁĲı࣐̹ͩͦͅలˏٝၑমٛ́Ȃ़౬͈૧̱̞ζȜ·ଷܱͬැমު̱͂̀ঔ̳̭̦ͥ͂ઇ
̯̱̹ͦ͘ȃ़౬͉Ȃ़๊֚౬༹૽͈͒֊࣐Ȃຐਔා̞̠͂ఱ̧̈́୯࿒͈শ̢̳ͬࠞ͘ȃ૧̱̞ζȜ
·͈ଷ͉Ȃ̭͈ఱ̧̈́୯࿒̜̹̽̀ͅȂ૧̹̈́યಭ͈̯͂́ͣ̈́ͥ͜อജ͈̹͛ͅȂ౬֥́ͅވ
႗̞̩̹͈̳̞͇̦̭ͭ́͛́ͣ͂ͥ͛ࣞͬܨȃ
ȁ̷̭́ȂࢷڠːྴȂಎࢷڠˑྴȂࣞ൝ྴˍࢷڠȂඅ༆ࣣ͈ࠗྴˍࢷڠ׳ĲĲྴ͈ޗ֥́ࢹ଼
̳ͥζȜ·ଷտ֥ٛͬၛ̻ષ̬Ȃͅව̱̹ͤ͘ȃ̷̱̀Ȃ଼
ĳĵා͈ː̥ͣ˔͈́͘ͅۼܢȂࢩ̩౬֥͈ٯအ̥ͣ૧̱̞ζȜ·
ͬ༡ਬ̳ͥထ̳́ȃࣽࢃȂࢩ༭ধ൝̲ͬ̀༡ਬါ̤ࣜͬা̱̳ͥ
ထ̳͈́́Ȃఉ̩͈౬֥͈ٯအ̥͈ͣ؊༡ͬܢఞ̱̤̳̀ͤ͘ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȃ
ȶޗ֥ನȷ͈ນঞ̤̲͙͈࡛̈́̓́̈́ह͈ளୀ̱ͣ
̞ζȜ·͉Ȃࠑ౬֥͈ࢺ࢛ࠄঙȪ૧ګঌहਯȫ̦ै̹͈ͣͦ́͜Ȃ
̭ͦ́͘ಿ̞ۼȂ़౬̦ঀ̵̧̞̹̺̞̱̹ͩ̀̀͘ȃ़౬͈͈֚̾
শయ͈યಭ̜࡛́ͥह͈ζȜ·͈ै৪ࢺ࢛ঙ͉ͅȂ࢚̩ࢄႛͬ૭̱ષ

現在のマーク

̬̳͘ȃ
ȁ̷͈ఈ͈ܱැমު̳̦́Ȃ౬֥͈ܱ͒ැ௭೮͉́Ȃܱැ͈༞̦ࣆ̧̤ͣͦ̀̀ͤȂࣽාഽ
ಎ͈بอಕͬ࿒ঐ̱̞̳̀͘ȃ़౬͈ຐਔා͈୯࿒ͬૐͥͅ͏̯̱̞ܱͩැ̧̱̞̹̞ͬ̀͂
ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
ȁ۷Ȇۻરڰ൲੩଼͉Ȃܱ̽͂͜ැমު͈ಎ̦̥̳̞̠ͤ͂͢͞ͅΙΉΛΠ͈লͬවͦ̀
ȶ۷ȆۻરΙΉΛΠ௭೮ȷমު͂ྴઠͬ٨̱̹͛͘ȃ̭͈মު͉́Ȃ൚৪ͅˍ૽ˍཿ͈ΙΉΛΠ
ͬ௭೮̱̳͘ȃ؊༡͉ˍ૽ˍ̜̭ٝ́ͥ͂Ȃ؊༡৪ఉତ͈ાࣣ͉Ȃಒ́ࠨ̭͛ͥ͂̈́̓̽̀͢ͅ
̧࣐̞̳̽̀͘ȃࢃȂમळ̵̤̞̹̱̳ͬͣ͘ȃ
ȁ़౬ຐාঃ࣐ۏমު͉Ȃຊ৪ˎྴఘଷ́ਜ਼ͅૺ̤̳ͭ́ͤ͘ȃ̹͘Ȃهఴͬྶࣂࡔ̹̱ͅږ
൦ͬ࿒എ̳͂ͥࡔࣂ൦໐ٛͬၛ̻ષ̬Ȃ̹̫࣐৾࢜ͅۏழ̦ݢάΛΊૺ̞̳ͭ́͘ȃ

■事業報告■

継続団員連絡会ȁȡ̮४ࠑ̧̹̱̺̹̞͘ح౬֥͈ٯအۜͅ৫૭̱ષ̬̳͘ȡ
ȁौාĺ̥ͣȂࡇඤĵ͈̾౷ߊ̥ͦ̀ͅ

●開催日／会場
ȁ上越地区İġ ĺġ Ĳ
Ȫ࿐ȫ
ȁγΞσΧͼζȜΠ
ȁ中越地区İġ ĺġ ĸ
Ȫକȫ
ȁγΞσΣνȜȜΗΣಿؖ
ȁ下越地区İġ ĺĲķ
Ȫ߄ȫ
ȁłŏł·ρ;ϋίρΎγΞσ૧ګ
ȁ佐渡地区İĲıġ ĸ
Ȫ߄ȫ
ȁၰೋ̧͘͞γΞσ

଼ĳĴාഽȶࠑ౬֥Ⴒ၁ٛȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁၑমಿ͈Օग़͉́ȂĴུ̧̤̹ͅఱૼब͂
ಿࡇཤ໐౷ૼ̞̾̀ͅ͏ͦ̀Ȃब̱̹͈͒ࢷڠ
̤ࡉໍ̞߄͂අ༆࢚ȶब߄ໍࡉٺȷ͈ેͬޙ༭
̱̱̹࣬͘ȃ̹͘Ȃ଼ĳĳාഽࠨॳޙٽȂ࡛ह৾
ͤழ͚Ĵ͈̾هఴȪ࣐֊૽༹ף࿚ఴȆၛຐਔා

●参加者数
1,143名Ȫஜාͤ͢ĵı૽௩ȫ
ȁ地区別ȟષĲĺĲȟಎĵıĵȟئĵĹĺȟऎĶĺ

ܱැমުȆ২ؚ૧ಃȫȂ଼̯͉ͣͅĳĴාഽ٨ম
ު͈୰ྶ̱ͬ̀ڎٛા̮́ၑٜ̮͂ފႁ̤̱̞ͬܐ
̱̹͘ȃ
ȁः͈ٛশ͉́ۼȂ̯̹ͦࠑ౬֥͈ٯအͅ
ম̦͙̱ͬͣ̈́ڢ౬֥൳আ͈ၠͬ૬̞̹̺͛̀
̧Ȃ̮ࢡບ͈̠̻ͅਞ̢̧̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ
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₉ ཤקഘൽ⅛ٳⅯℵⅲℵⅲږℹ⅗Ⅿ⅛⅘⅗⁁⅍
൳ ා⅘५࢛⅜”ࡇඤ⅛ॲު⅛อജⅻࢵ⅘⅃௸ح
ⅉⅵ⅍Ⅾ૧⅍⅗ⅵ߄ဏ⅛۾ܥ୭ⅻஶℷ⅍„⅋⅛
ࠫ”ض൳ාಿ℺࣐߆ؖ୭⅃ⅶ”५࢛ࡀ२℺
య൮৾⅕⅗⁁⅍„
山口の宿願は︑欧米の先進国を巡った時︑惹き
つけられた水力発電事業だった︒同 ・ 年山口
は︑水力発電の適地を自ら探索し︑北魚沼郡山辺
村塩殿 現(小千谷市塩殿 と)決めた︒県の認可も得
て漸く水路工事の着工式を挙げたのは同 年︵１
９０２︶ 月だった︒実業家としての最後の事業
は完成を見ずに︑同年 月不帰の人となった︒先
見性・指導力・行動力のある実業界の巨人だった︒
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˭ȇġȁ̭̥ͦͣ֗ͅުݝවͥထ̳̦́Ȃ࢚
़౬̧͉̦̓ͭ̈́ͅຈါ̳̥́ȉ

給料・積立月額の報告をお願いします
ȁ࡛౬֥͈ٯအͅȶୟၛ߄ྶळȷ̤ͬ
̱̱̹͈ͤ́͘Ȃ́͘ͅࡠܢ̧ͬ

˝ȇġȁ͈֗ުݝष͉ͅȂ৽ͅୟၛ߄࢛͂ज૦
ఢ͈ˎ̧͈̦̜̳̾ͤ͘ȃ̤͙ͅݝව

̤̳̱̞͘ܐȃ
［提出期限］
ȁ़࢚౬߸͒ȁȁĳġ ķȪȫ

ͣͦͥஜͅफ்̯̠̤̤ͦͥ͛͘͢ͅͅܐ
̞̱̳͘ȃ

ȁ़౬ȁȁȁȁȁĳĲĴȪȫ

監査法人の確認調査を行います

― 積立金に関して ―

ȁ൚़౬͈۬औ༹૽̦Ȃ౬֥ࡢș͈ୟၛ߄
͂ັ߄͈ॼ̳ࣞͬͥږऔ̳́ȃऔ

ȁ़࢚౬͉́֗ۼܢުݝಎ͈ୟၛ߄ͬಎ
গ̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃ̷͈̹͉͛ͅȶ֗

̹༷͉͊ͦͅͅĳͅջှ̦ͣͦ
̳͈́͘Ȃ̮ފႁ̤̳̱̞ͬ͘ܐȃ

ۼܢުݝಎ͈ୟၛ߄ಎগඑȷ͈̦ຈါ͂
̈́ͤȂ̧͉ਫ਼௺ਫ਼ͬࠐဇ̱̀
̧࣐̞̹̺̳̽̀͘ȃ̱͜͜ಎগ
̵̴ͅୟၛ߄̧̫͉ͬͣͦͥ͂
़࢚౬̮ͅႲ၁̩̺̯̞ȃ

［実施監査法人］
ȁ૧ུခࡠୣහ۬औ༹૽

就学祝金に関するお知らせです
ȁਖڠਿ߄͉ষ͈মဇ̦࡛ह̧̳́͘ݥȃ
̺̹̱̞̦༷̞̞̯ͣ̈́̀ͦ͘͘ݥȂ̤
དྷ͈̞̠̮ͦ̈́͢ͅಕփ̩̺̯̞ȃ

― 口座振替の登録 ―

Λඤ͉ࡠܢݥ
［請求対象］
ȁ଼ĳĳාഽਖڠȬ଼ĳĵාĴྎྐȭ
ȁ଼ĳĴාഽਖڠȬ଼ĳĶාĴྎྐȭ
ȁȁਖڠਿ߄͈মဇอ͉ĵĲ̳́ȃ
ȁȁ͉ࡠܢݥমဇอ̥ͣĳා̳́ۼȃ

ȁୟၛ߄͈ࠑͬܛབ̧̱̹͂͞ັ߄͞༗
ࡏၳ̧͈̞ࣺ͙̦̜͉ͥ͂Ȃ૦ఢ࢛ज̮ͬ
ഴ̧̞̹̺̳͘ȃୟၛ߄ಎগඑ͞Ⴒ၁̞ͬ
̹̺̞̀Ȃ࢛जഴ̦ຈါ़༷͉࢚̈́ͅ౬
̥ͣ၌ဥ૭ࣺ̤̱̳ͬͤ͘ȃ

本年もよろしくお願いいたします

̜̹͈̈́૽͈ģ̧̓ͭ̈́͂͜ģႁ̩ޑεȜΠ̳ͥ༗ࡏ
ȁ़࢚౬֥͈̯͘ٯအș̈́ΣȜΒ̢̤̭̹̱ͅȂڰ୭͈ࠗ
̤ഥ̵̧̞̯̞̹̺̳ͬ̀͘ȃ
ȁ২͈൚֥̦̮ང࿚̵̯̞̹̺̞̹̀୬͉̤ͅͅࠚܨ
̤̤̞̯̺̩̫ͬڥȃ
ༀୈᇋ Ȏ ༀᅇༀࢍ˹܄Ԗూ۾ᣮ ˧̢ႆ֤ʝʵ¸Æ
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