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自由設計型ローンのご案内
　当組合の持ち味は「借りやすく・返しやすいお客様にピッタリ」そんなロー
ンをご提案すること。今までのローンの組み方とは違う、あなたにピッタリ
の返済の仕方でお借入れができます。
　例えば、「教育ローンを借りたいけど、子どもが学校を卒業して仕事が安

定するまで元本据え置きだと助かるな」「年金暮らしだから、年金が入る月に合わせ
て2ヶ月1回の返済じゃないと大変かな」そんな方々の声にお答えして、オーダーメ
イド型の返済を組むことができます。2ヶ月に1回の返済でも、年数回の返済で
もOK、お客様の負担を少しでも取り除きたい…そんな思いを込めてご提案
を始めた『自由設計型ローン』。「少しでも返しやすく…」「明るい将来設計
のお手伝いができれば…」そんな思いを胸に今日も営業しています。
　「ローンを組みたいけど今のままでは難しい」そんなあなたの力にな
りたい。ぜひ塩沢信用組合にご相談してみませんか？　毎週水曜日は窓
口延長デー。夜7時までご相談OKです。ぜひお仕事帰りにお立ち寄り
ください。職員一同、明るく笑顔でご来店をお待ちしております。

� 塩沢信用組合　　　　　　　　
� 理事長　 　

　新潟県内では、今年7月22日に「太陽信組」と「五泉信組」が合併して「さく
らの街信用組合」が誕生しました。金融界全体の問題点は、民間企業の設備投資の
需要がないことから貸し手が短期資金や公金に群がり、貸出金の金利低下が加速度
的に進んでいることと、国内の金利水準が異次元な緩和状態であることからコストに見合う利益確保が
困難なことであります。私ども小規模信用組合は、他の金融機関がやらないことや隙間の部分に活路が
存在していると考えております。
　当組合は、5年前にボリュームは捨てて、利回りと先数を重視して取り組んでまいりました。規模の
メリットに左右されない独自の小規模金融機関としての生き残り策が、いままさにモデルケースとして
注目されております。私どもが昨年から取り組んでいる若手経営者を中心とした「魚沼の経営塾」は将
来を見据えたもので、若者にこそ優先的な資本投下が必要であるとして、5年後・10年後に当地域を
背負って立つ人材の育成を後押しするための取り組みであります。
　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、「組合経営
に関する説明」を定期的に実施しております。「自己責任貸出」と「事後管理システム」は当組合独自
の取り組みであり、他行がマネのできないものであります。私共は、他に先駆けて何かをやることが多
くサマータイム勤務も平成21年から実施しており、窓口営業時間は他行より1時間遅く16時まで、
毎週水曜日はさらに19時まで窓口業務を延長して実施しております。
　私共のこのような取り組みは、私共自身が生き残るための戦略であるとともに、当組合のお取引先へ
反映させるためであり、またお客様を激励する意味で実施していることであります。地元の信用組合と
して頼られる存在となるために事務ミス等をなくし、さらなる精進を重ねて積極的な営業を展開してま
いります。私共、役職員一同、お客様のために、毎日一生懸命に営業いたしますので、今後とも変わら
ぬご支援を賜りますことをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。� 以　上　

●●● 理事長 あいさつ

塩沢
信用組合
発!

※審査結果によってはご期待に添えない場合もございます。
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通常総代会
　6月22日に通常総代会が行われました。
多くのご意見をいただき、今後の経営に生

かしていきたいと思います。

6月
22日

　最近のしおしん
のホットなニュー
スをお届けする
コーナーです！

ハッピーウエンズデー抽選会7月
2日 　「ハッピーウエンズデー」とは毎週水曜日

の窓口延長時間にローン相談にご来店され
た方の中から、毎月2名の方へ豪華プレゼントが当たる
という大変ご好評をいただいている取り組みです。
　その第1回の抽選会が本店ロビーにて開催されました。
当選された方には、魚沼市の特産品を集めた『魚沼まる
ごと市場』、中魚沼郡津南町の名産が掲載されている『ひ
まわり百選』をそれぞれお一人様に1冊プレゼント（平
成27年3月までの取り組み）。ぜひ水曜日にご来店くだ
さいね。

塩沢一周駅伝
　10月12日に塩沢一周駅伝大会に参加し
ました。今年は27位になりました。監督の

小林正典さんよ
り一言。「毎日働
け る の も 健 康
あってこそです。
Enjoy�
� �Running!!」

10月
12日

特別定期抽選会9月
11日 　9月11日は第2回懸賞付特別定期預金の

抽選会が行われました。

半期全体集会10月
18日 　10月18日に半期全体集会が本店2階会

議室にて開催されました。全員で上半期を
しっかりと振り返り、下半期に向けて各部店の取り組み
を明確にし、チームワークを再確認しました。
　また「札勘定コンテスト」と「ロールプレイング大会」
が開催され、予選を勝ち抜いた職員が力の限りぶつかり
合い、すばらしい技能を披露しました。

第５１回全国信用組合大会
　10月17日東京の経団連会館にて第51回
全国信用組合大会が開催されました。当組

合からは勤続30年の職員が2名表彰を受けました。
　当日は麻生財務大臣も出席され、地元金融機関の存在
意義をお話しされました。

10月
17日
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塩沢信 用組合
ってどんな
ところ?

お仕事
編

詳し
く知 りた～い!詳し
く知 りた～い!

塩沢信用組合って一体どんな仕事をやっているんだろう？　今回 は当組合の取り組みを詳しくご紹介いたします。

塩沢信用組合の強みはなんと言っても地域密着！

1  懸賞付特別定期預金とは
　昨年の平成25年6月、当組合は創業60周年を迎えました。「その感謝を皆様に恩返
ししたい！」との強い思いで発売したこの定期預金は、5年の預入期間中に毎年1回抽
選会があるお楽しみ定期預金です。26年4月から実施した「特別定期預金・第二弾」
は8月末の販売予定が、好評により6月末で予定の5億円を完売しました。来年も4月
から8月に、募集総額5億円で「第三弾」を実施する予定です。9月11日に行われた抽

選会では、特等5万円、2等1万円、1等5,000円やふるさとカタログギフトが当たり、ご契約いただいた
皆様に大変喜んでいただきました。（平成29年まで取り組み予定）

2  預金者への感謝還元事業とは
　当組合にたくさん預金をしてくださる方で普段当組合を利用する機会の少ない方から優
先して、日々の感謝の気持ちを込めてお礼の品をプレゼントに伺いました。各店の地域

の名産品をご用意し、笹飴やご飯のお供の佃煮、肉じゃがセッ
ト等、特色のあるものをご用意し大変喜んでいただきました。

3  毎週水曜日の延長デーとは
　塩沢信用組合の窓口は平日は毎日午後4時まで、さら
に水曜日は延長デーで夜の7時まで営業しています。来
年4月1日からは、お客様への利便性向上のため、さら
なる時間延長を予定しています。

4  地域のお年寄り見守り隊とは
　毎月第一営業日は「お年寄り見守り隊」が活躍します。当組合で年金を受給してくださ
る誕生月のお年寄りの方へ「お変わりないですか？」とお声かけをしています。
　また相手の電話番号が電話機に表示される「ナンバーディスプレイサービス」が好評で、設置をお手伝い
した方の東京にいる息子さんから「信組の取り組みを聞いてとても安心しました。これからもお袋のことを
よろしくお願いします」とお礼のお電話をいただきました。

5  特殊詐欺防止訓練とは
　当組合では振り込め詐欺等の特殊詐欺を食い止めるために
「特殊詐欺防止訓練」と、地元警察の協力による本格的な「防
犯訓練」を行いました。10月14日に全部店で「特殊詐欺防止
訓練」を実施し、津南支店・小出郷支店では地元警察の方と協
力し、緊迫感ある訓練を行いました。実際に訓練に参加した職員は「すぐに慌ててしまうので、まずは自分
が落ち着いて対応することが大切」（津南支店�高波京さん）、「お金の使い道など、お客様が話しづらいこと
も聞かなければならないので、お客様の気持ちに寄り添うのが難しい」（小出郷支店�小幡真夏さん）。これ
からもお客様の被害を防ぐために取り組んでいきますので、皆様のご協力をお願いいたします。
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塩沢信 用組合
ってどんな
ところ?

お仕事
編

詳し
く知 りた～い!詳し
く知 りた～い!

塩沢信用組合って一体どんな仕事をやっているんだろう？　今回 は当組合の取り組みを詳しくご紹介いたします。

8  おまとめローンの取り組みとは
　「複数の消費者金融から借り入れしてしまい、毎月の返済がかさんでいく。どうにかならないでしょうか」
とお客様の声から始まった商品『おまとめローン』。複数の債務を一本にまとめることで、毎月の返済負担
を軽減することができます。
　最近はクレジットからの家計の圧迫などをご相談される方が急増中です。一度家計
の見直しをして、一緒に明るい将来設計をしていきましょう。審査の関係上絶対のお
約束はできませんが、職員が一生懸命ご相談に乗らせていただきます。

9  定期的連絡システムとは
　ご融資させていただいたお客様の突然の家庭環境の変化へいち早く対応す
るために、ご融資実行後の1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12 ヶ月に「何かお変
わりありませんか」とご連絡させていただいています。
　「暮らしている中で出てくお金の相談にも乗ってもらうことができて安心
だ」との声もいただいております。�

7  自由設計型ローンとは
　当組合のローンの特色は自分にピッタリのオーダーメイド型ローンが組
めるところです。マイカーローン・住宅ローン・教育ローン等…。自分の
生活サイクルに合った返済方法が組め、返済の負担を少なくするローン設
計ができます。ぜひ一度ご相談してみてください。
（なお審査の関係上、ご希望に添えかねる場合があります）

6  職域サポート契約とは
　「職域サポート契約」は100事業所と契約して、定期
的に職員が訪問し、従業員様へのお金のご相談に乗らせ
ていただいております。各種金利優遇商品がご利用でき
たり、「お金がなかなか貯まらない」「ローンを考えてい
るけど、具体的にどうしたらいいか分からない」等、お
金の悩みに当組合が定期的に訪問し、ご相談に乗ること
で面倒なくお取り引きができます。
　事業主の皆様へは、従業員様の福利厚生のお手伝いに
なる等、関心を寄せていただいています。詳しくは、お
近くの「しおしん」窓口または営業係までお問い合わせ

ください。

ご利用可能な個人ローン商品

住宅
ローン

マイカー
ローン

教育
ローン

➡
最大で▲0.5％金利優遇

➡

※審査結果によってはご期待に添えない場合もございます。

　　　　　ほか

ご利用可能な預金商品

定期
預金

定期
積金

店頭表示
金利に

＋0.05％
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　 1  札勘定コンテストとは
　札勘定コンテストとは、100枚ある練習紙幣の
中から1枚～ 4枚まで抜き取り、縦読み（1枚1
枚数える方法）と横読み（お札を扇型に開き数え
る方法）で枚数を数え、その速さを競うものです。
全店予選を勝ち抜いた12名の平均タイムは55.1

秒。全役職員が見守る中、決勝大会が行われました。選手全員
の集中力がこちらまで伝わってくるような気迫のある決勝戦で
した。優勝者はタイム49.52秒、小出郷支店�吉田絵美さんでした。受賞コメントは「よ
り速く、正確に、美しく数えられるようにこれからも鍛錬していきます」とのこと。
また次回の大会まで、自己ベストが出せるように職員一同励みたいと思います。

2  ロールプレイング大会とは
　ロールプレイング大会（通称ロープレ大会）は窓口接客や営業活動の技を競
う実践型の訓練です。各店代表がお客様役と職員役に分かれ、競い合いました。
「表情・動作・声」「対話力（情報収集力）」、「提案力」を評価基準に各店
練習の成果を見せつけました。今回の争点はインパクトのある自己ＰＲと、
繊細なヒアリング力。各店工夫を凝らした自己ＰＲと、熱意のこもった対
話力で会場を圧倒させました。栄えある第一位に輝いたのは、本店�岸野

真弓さん。受賞コメントは
「学ぶことばかりの大会で

した。次回も
皆で切磋琢磨して、
頑張ります。」今後も
実践ロープレでさらに
技に磨きをかけ、お客様対応に生か
したいです。

塩沢信 用組合
イベント

編
ってどんな
ところ?

詳し
く知 りた～い!詳し
く知 りた～い!

続いてお店から飛び出した、元気いっぱいのイベントへの取り組 みをご紹介します。

お客様と共に明るく笑顔で活動しています！

3  子どもたちへの金銭教育事業とは
　当組合では子どもたちにお金の大切さを知ってもらうために、
地元の小学生へ「お金の授業」を開催しました。地元小学校と協力、
塩沢小学校の6年生71名と教員3名へ授業を行いました。
　実際のお金を触る体験をしてお金を貯めることの大切さや、将
来に向けての貯蓄の重要性を学びました。また父兄の方からも参
加していただき「とても興味深かった」との声がありました。今
後も継続して取り組む事業のひとつです。
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6  雪国マンゴープロジェクトとは
　当組合では、新事業展開を希望しているお客様へコンサル
ティングを行っております。第一弾として、温泉の地熱を利用
した雪国マンゴー栽培のお手伝いをさせていただいております。
昨年の創業60周年式典では700個を記念品として提供し、お
客様から大変喜んでいただきました。
　ほかにもテレビやマスコミにも取り上げられ、「雪国マン
ゴー」の名前は全国に広がりつつあります。これからも当組合
ではがんばる企業を応援していきます。

5  ふるさとカタログギフトとは
　昨年の平成25年に小出郷支店は開店20周年、津南支店は開店30周年を
迎えました。それを記念して地元商工会等と協力し、ふるさとカタログギフ
トを発行いたしました。
　魚沼の特産品を集めた「魚沼まるごと市場」と、津南町の名産を集めた
「ひまわり百選」は冠婚
葬祭などの引き出物とし
て、多くの方からご利用
していただいております。
観光ガイドと地域マップと
体験型サービスを兼ねた多機
能カタログです。

4  魚沼の経営塾とは
　「魚沼の経営塾」では次世代を担う若手経営者が集ま
り、経営のノウハウを学んだり、仲間とネットワークを
広げるよう活動しています。平成26年4月に第二期が
スタートし、平均年齢36歳、50社53名の若き経営者
が切磋琢磨しています。懇親会では「地酒で乾杯運動」
と「宴席での食べ残しゼロ運動」、さらに悪酔いしない
ための「おい水の推奨」を発信しています。
　昨年の第一期生はＯＢ会としてスタートしました。さ
らに第三期生募集中です。第三期生は2割から3割を女
性塾生とする予定ですので、やる気のある方大募集。ぜひ一緒に頑張りましょう。

塩沢信 用組合
イベント

編
ってどんな
ところ?

詳し
く知 りた～い!詳し
く知 りた～い!

続いてお店から飛び出した、元気いっぱいのイベントへの取り組 みをご紹介します。
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　皆さんの好きな季節はいつですか？　私は春と秋が好きです。実は私だけのジン
クスがあって「11月はいいことがある」というもの。11月が近づくとなんだかわ
くわくしてきて、毎日が楽しみになるんです。小さなことを「あ、幸せ」と思える
のはとても素敵なこと。皆さんにもいいことがたくさん起きますように。
� （八木千鶴）　

編集
後記

※前年度比較のできる「健康診断結果通知書」をご提示いただく必要があります。
※�「特定健診判定基準」項目中で、「基準値を超えて指摘されていた項目」が、基準値内に収まって改善
できた場合、その項目数に応じて0.1％ずつの割合で金利を上乗せさせていただきます。
※この金利上乗せは、本定期預金のご契約者様で体質改善をなされた方への特典となっております。
※定期預金金利の上乗せに関しては、ご本人様からのお申し出が必要ですのでご注意ください。

【協賛】南魚沼市・津南町　【後援】魚沼市・湯沢町

取扱期間  平成26年9月1日～平成27年8月31日

店頭表示金利に
0.1％ 上乗せ!!

国保の特定健診を
受診すると…

店頭表示金利に
最大0.5％ 上乗せ!!

2年目以降
さらに健康診断結果が

改善すると…

⃝ご利用いただける方：国保の特定健診受診対象者（40歳～ 74歳）
⃝預入期間：1年　　　　⃝利率：店頭表示金利＋0.1％
⃝預金金額：10万円以上（お一人様1,000万円以内）
⃝お申込み必要書類：�「国民健康保険の被保険者証」および集団検診または人間

ドック受診の「領収書」または「健康診断結果通知書」

毎年の健康診断受診と

金利特典により

「いきいき健康生活」を

目指しましょう！

いきいき健康特別金利定期預金

「FMゆきぐに」
職員生出演CM放送中です！

　「FMゆきぐに」は南魚沼市民に広く認知されているコミュニティラジオ局です。塩沢信用
組合の特色ある取り組みの中から、毎月テーマを決めて情報を発信しています。原稿はテー
マに沿ったものを出演職員が自ら考えて作成しています。アナウンサーとの軽妙な掛け合い
は、リスナーの間でも評判となっています。

出演時間  当組合スポンサー番組「お昼のアラカルト」の中で生出演
放送時間  第一木曜日の12時52分から約5分間
放送期間  平成26年4月から平成27年3月まで（12 ヶ月間）
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