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理事長　あいさつ
塩沢信用組合

　　理事長　小 野 澤 一 成
　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当組合では、事業計画や経営内容を、お客様へ、少しでも分かりやすくお伝えするために、魚沼の「塩信
だより」を定期的に作成しております。
　私共は、金融を通じて地元へ貢献することが使命であり、個人や企業のお困り事の相談に乗り、一緒になって改善をお手伝いして参
ります。
　1万1千8百有余の組合員の皆様へ、組合員の声を経営に反映させるために、組合員100名に一人の割で「総代」を選出しております。
　同地区の総代が、組合員である、あなたに代わって、信用組合に関する経営のガバナンスの役目を果たしております。
　「塩沢信用組合」に関する“ご意見ご要望＂は、直接、窓口もしくは、担当職員がお受けしておりますが、お気軽に、お近くの「総代」
様を通じてお寄せいただいても結構です。
　組合員を代表する「総代」により、5月と11月に「総代地区会議」を、6月に「通常総代会」を開催しております。
　「総代」の皆様から、組合運営に関して、影響のあるご意見を多数いただき、組合員の皆様の声として、組合運営に反映させております。
　尚、総代を代表する職員外の理事を各地区で選出しております。
　当組合は、協同組織金融機関として、本来あるべき姿である“組合員＂の代表が“総代＂であり、総代の代表が“地区理事＂として
選出され、機能しております。このような組合員基盤が確立した協同組織金融機関は、全国的にも数少ないということで、当組合の存
在は評価されております。
　私たちは、自分たちの生き残りを優先しません。私たちは、地域の生き残りを優先した仕事に精一杯、取り組んでおります。
　弱い人を助け、弱い人の味方として信用組合の仕事に全力を捧げます。
　何卒、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますことをお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。� 敬　具　

主要トピックス 予　　告

就職応援フェア� 2018年8月11日

　昨年に引き続き、当地域で就職したい人、従業員を募集してい
る企業が集結‼
　しおしんの“おせっ
かいコンシェルジュ＂
がお手伝いしました。
　来場者の半数以上
が、希望の企業が見つ
かった！　と嬉しい声
が聞けました。

次代の会�日帰研修旅行

　2018年11月6日㈫
　全国67の信用組合の協賛によ
り、味自慢の食品生産製造企業と、
大手百貨店、スーパーなどの出会
いの場として、大商談会を開催。
　当地域からも6商工会から出展
いたします。

未来魚沼の交差点

　2018年12月6日㈭
◦Session1
㈱タナベ経営様による「FCC講話」
FCC…ファーストコールカンパニー
（一番に選ばれる会社となるために）
◦Session2
飛騨信用組合様による電子地域通貨
「さるぼぼコイン」についてお話し
いただきます。当地域に革命を起こ
すかも…　お楽しみに！

住まいの何でもフェスティバル� 2018年10月8日

　昨年より1ヶ月早い開催となりました。
　家庭円満51加盟店と建築関係業者や税理士や不動産業者など、
一同に集結。気軽に話しを聞けたと大好評でした。
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主な出来事
5~6

1 5月16日
・湯之谷商工会　
　第58回通常総会　理事長講演
　「わらしべ長者型アドバイス成功事例に学ぶ」
と題し講演いたしました。

2 5月23日
・信金・信組若手職員意見交換会
　若手職員３名が当組合の取り組みについて県
内信組の代表として発表しました。

3 5月23日
・小泉純一郎氏　講演会
　元総理大臣 小泉純一郎氏が小出郷文化会館
にて講演され、当組合役職員もお話しを聞きに
行ってきました。

4 6月2日
・津南支店信栄会　ゴルフコンペ
　25回目を迎えたゴルフコンペ。晴天の中、
津南のゴルファーが集まりました。優勝は、サ
ンスポーツ　関谷一男さんでした！　おめでと
うございます。

5 6月5日
・第８回　次代を担う会
　特別セミナーは、㈱金融ビジネスアンドテク
ノロジーの代表 島田直貴氏よりフィンテック
やAIについてお話しいただきました。
　また、おなじみの藤原先生には、前日の個別
相談から当日のビジネスマッチングのお手伝い
をしていただきました。地域の垣根を越えてビ
ジネスの交流が深まりました。

6 6月10日
・第10回　南魚沼グルメマラソン
　晴天の中、ボランティア職員、参加職員共に
楽しみました。当日ははばたき奨学生もボラン
ティアに参加しました。

第10回　南魚沼グルメマラソン6
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主な出来事
6~7

7 6月18日〜 19日
・共立信用組合「共和会」旅行
　南魚沼市へようこそ‼　当組合ならではのお
もてなしで、皆さん大変満足していただいたよ
うです。

8 6月23日
・平成30年度　通常総代会
　65周年記念式典　感謝状贈呈式
　�　永年、当組合の総代として、また信栄会事
業に尽力された方々へ、感謝状を贈呈しまし
た。大変お疲れ様でした。

　山田久志氏　特別講演会
　�　ご存知、元阪急ブレーブスのアンダース
ロー投手 山田久志氏が、記念講演でプロ野
球時代の裏話などを披露してくださいました。
もっとお話しを聞きたかったですね。その後
の祝賀会にも出席、記念撮影にも快く応じて
くれました。

9 7月1日
・第2回　チャリティ地域おこし　
　カラオケの集い
　津南町の有志が開催したカラオケの集いに、
当組合の職員2名が参加しました。プロの音響
設備と舞台で、歌手の気分を味わえたそうです。
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主な出来事7
� 7月5日

・第6期  魚沼の経営塾　第2回  勉強会
�　向上心の強い第6期生‼　今回は勉強会終了
後、企業プレゼン大会を開催。最優秀賞は「チー
ム小出郷」。どの店舗の発表もすばらしいもの
でした。
　プレゼン大会、交流会には南魚沼地域振興局　
小幡武志局長より、激励のお言葉をいただきま
した。

� 7月7日〜 8日
・糸魚川信用組合　役職員旅行
　当組合と兄弟のような、いとしんさん。今回
津南町・湯沢町・塩沢を訪れ、楽しい時間を過
ごしました。

� 7月9日
・五日町信栄会「ふれあいの集い」
　八海山泉ヴィレッに会員他約70名が参加し
ました。おいしい地ビールとお料理に皆さん大
満足でした。

� 7月11日
・宇賀地小学校　金銭教育
　小学6年生14名を対象に、金融機関の仕事や、
お金の大切さについてお話ししました。後日、
児童の皆様からお礼のメッセージをいただきま
した。ありがとうございました。

� 7月15日
・住吉大祭　渡御行列
　新人の五十嵐健太さん、炎天下の中、天狗の
大役を務めました。お疲れ様でした。

� 7月20日
・国際情報高校　講演会
　発信力強化プロジェクトメンバーがおじゃま
しました。魚沼地域の将来を託せる優秀な学生
さんが揃っており、私たちが度肝を抜くような
質問をたくさんしてくださいました。

本店見学

津南町　龍ヶ窪

五日町信栄会「ふれあいの集い」12

国際情報高校　講演会15
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主な出来事
7~8

� 7月21日
・第18回　少年野球大会
　熱中症対策を万全にして大会を開催すること
ができました。優勝はAクラス「塩沢ヤッター
ズ」、Bクラス「中之島ジュニアイーグルスB」
でした。おめでとうございました！

� 7月21日
・津南まつり　大民踊流し
　夏の恒例行事、津南まつりに今年も有志15
名で参加しました。

� 7月25日
・魚沼市　少年剣道団体へお祝い金贈呈
　地域内でがんばる子どもたちを応援するため、
社会貢献活動として行っています。

� 8月1日
・北郡信組「北信会」旅行
　しおしんプロデュースお楽しみ抽選会！
　地酒、コシヒカリ…　大変喜んでもらえまし
た。

� 8月3日
・小出郷支店「納涼祭」
　マレットゴルフで汗をかき、ゆ〜パーク薬師
で一杯やりました。

� 8月5日
・石打支店「ふれあいの集い」
　石打支店では初めての試みで、支店駐車場に
て開催しました。
　バーベキューとビンゴ大会を実施。職員が焼
いたお肉はとってもおいしかったと好評でした。

� 8月11日
・うおぬま就職応援フェア
　地元企業37社が参加し、当組合ならではの
おせっかいコンシェルジュが大活躍‼　今年は
新卒にこだわらず、既卒者も対象として開催し
ました。

� 8月22日
・南魚沼教育研究会「さわらび」講演会
　「地域づくりにおける面的支援戦略」と題し、
小野澤理事長はじめ職員参加で講演。あまり縁
のなかった教育関係者の皆様に、取り組みを
知っていただいたことを大変感謝しています。

小出郷支店「納涼祭」20

22
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主な出来事9
� 9月3日

・ 「南魚沼警察署」「小出警察署」との包括連携
協定調印式

・浦佐小学校　クリアファイル贈呈式
　初の試み、警察署とのコラボ‼　地域の「安
心・安全」を提供するための事業です‼　同日、
防犯用語普及のため、営業エリア内小学生全員
にクリアファイルを贈呈。代表して浦佐小学校
におじゃましました。
　後日、各小学校へ贈呈しました。

� 9月4日
・魚沼地域金融懇談会
　魚沼エリアの金融機関の支店他より、75名
が参加。新潟財務主催、地域内の事業継承をメ
インテーマとして意見交換をしました。基調講
演は、共同通信社記者 橋本卓典氏。将来を見
据えたいろいろなお話しを聞くことができまし
た。

� 9月6日
・第6期  魚沼の経営塾　日帰り研修旅行
　糸魚川大火被災地、糸魚川信用組合 黒石理
事長の講演、柏崎刈羽原子力発電所。おいしい
どんぶりをいただくなど、盛りだくさんの内容
でした。

南魚沼警察署　調印式

小出警察署　調印式

浦佐小学校

9月6日　石打小学校へ贈呈
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主な出来事
9~10
� 9月7日

・ピーターパン募金贈呈式
・信組ふれあい祭り
・特別定期抽選会
　特別定期抽選会から始まり、夜は恒例の信組
ふれあい祭りに地域のご近所さんたちが集まり、
楽しいひとときを過ごしました。

� 9月12日
・役員研修会
　当組合役員と選抜職員で参加しました。県内
信組の役員さんが集まる場でありますが、青ポ
ロ集団が１番注目されています！

� 9月16日
・津南信栄会　日帰り旅行
　秋空の元、お隣の長野県へ出掛けました。松
本城、美ヶ原と、楽しいひとときを過ごしました。

� 9月18日
・全店防犯訓練
　今年は地元のお客様を巻き込んだ訓練になり
ました。緊張の中、マスコミも集まり、新聞や
テレビ報道もされました！

� 9月26日
・三條信組　役職員向け研修
　役職員約20名が参加し、当組合の取組みに
ついて講演しました。12月には三條信組の精
鋭が当組合に集結し、特別ＦＳを実施する予定
です。

� 10月2日
・本店信栄会　第2回　ボーリング大会
　日頃の運動不足解消に、会員の皆様と役職員
23名でボーリングを楽しみました。

� 10月8日
・住まいの何でもフェスティバル
　昨年に引き続き2回目の開催！　今年は「パ
ンマルシェ」を同時開催し、一般来場者126組、
総勢400名と大勢の皆様から足を運んでいただ
きました。

塩沢信用組合
本　　　店 TEL 025–782–1151　　石打支店 TEL 025–783–2962

五日町支店 TEL 025–776–2691　　津南支店 TEL 025–765–3125

小出郷支店 TEL 025–792–7766　　本　　部 TEL 025–782–1201

役員研修会28

津南信栄会　日帰り旅行29

三條信組　役職員向け研修31

本店信栄会  第2回  ボーリング大会32

住まいの何でもフェスティバル33 33
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