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第3回  懸賞付特別定期預金

� 塩沢信用組合　　　　　　　　
� 理事長　 　

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。当組合の決算状況は、大変好調で、こ
の5年間で約5億円を稼ぎ出しました。私どもは、勝ち組として、5年後、10年後のために、ゆとり
をもって、あの手この手が打てる状況にあります。今後の経営目標は、職員規模を増やすことであり現
在の50名体制から、60名やがて70名へと雇用を拡大して参ります。そのために、利益を上げて、た
だそれを貯め込むのではなく、将来の人材確保、働く仲間を増やすことに投下していく予定です。
　当組合が平成23年7月より、地元で消費することを条件として支給している「地域還元型賞与」が
注目されており、地元での消費を促進させたいという、同じ思いの企業から多数照会をいただき、賞与
もしくは給与の一部を地元で消費することを条件に支給する試みが地元の企業で広がろうとしています。
当組合から発信した「地酒で乾杯」「食べ残しゼロ」「追い水推奨」は反響を呼びました。今後は、さら
に「雪国しぐさ」「譲り合い」「レディースファースト」を発信して、小さな助け合いの輪を広げていき
たいと考えております。
　当組合ならではの取組のひとつに、『将来を背負う若者こそ優先して支援すべき』との考えから、銀
行の一般的な審査基準では、一番下にランクされている若者を、若者のやる気と可能性を担保に、年代
基準を若者重視に並べ替えました。全国初の試みです。当組合は、地域の将来のために、若者重視の施
策により、若い人への資金支援を積極的に実施して参ります。
　地元の信用組合として、ますます頼られる存在となるために、さらなる精進を重ねて参ります。尚、
当組合の対応で、不手際等ございましたら、何なりと理事長までお申出いただきたく存じます。ご指摘
の事項は、早急に改善し、誠心誠意お応えして参ります。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、何卒一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただ
きます。� 敬　具　

●●● 理事長 あいさつ

募集総額─5億円!
特等 5万円×1本

１等 1万円×
 20本 ２等 5,000円

 ×100本

◦募集期間
　平成27年4月1日㈬～ 8月31日㈪
　 5年定期預金で毎年抽選！
　お楽しみつづく特別定期預金

　1年目の懸賞金総額は75万円。しかも、税金相当
分は塩沢信用組合が負担いたします。2年目以降も懸
賞品または懸賞金が当たる！

　不測の事態に備えいざというときにすぐ利
用できる“予約型”の特別融資資金です。返
済も収穫期に合わせた返済方法が選べます。
◦ご融資対象者：組合員で農業を営む方
◦資金使途：営農者の経営安定に関する資金
◦限度額：10万円以上1,000万円以内
◦利　率：年1.9％～ 7.9％（固定金利）
◦ご融資期間：10年以内
◦ 保証・担保： 保証人1名以上、
　　　　　　　 担保等は組合所定の

基準による
◦申込期間：平成27年７月１日～
 11月30日

予告 しおしん農業振興支援資金

“予約型”
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東北講演会
　平成26年11月19日に信用組合東北協会よりお招き
いただき、講演会を開催しました。東北の信用組合の皆
様の前で、当組合の特徴ある取り組みを紹介してきまし
た。
　講演会の後には、皆様から「ぜひ真似したい」と質問
をたくさんいただきました。今後も色々なところで、当
組合の情報をたくさん発信していきたいと思います。

11月
19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！

元気にいがた
　健康アワード

3月
29日

　新潟市の朱鷺メッセで開催された「元気にいがた健康
アワード」で、当組合が行っている「いきいき健康特別
金利定期預金」がグランプリをいただきました！
　これからも地域の発展に繋がるような取り組みを考え
て実践していきます。

懸賞付特別定期預金
発売式＆入組式

　4月1日は懸賞付特別定期預金発売式と入組式が行わ
れました。元気な新人3名のあいさつにこちらも背筋が
伸びました。
　特別定期預金の発売式では各店が工夫を凝らし、大勢
のお客様よりご来店いただきました。

4月
1日

平成27年度
職員大会

　4月11日には平成27年度職員大会が実施されました。
午前中は今年度の取り組みを全員で確認し、午後はプレ
ロープレ大会でお客様応対の能力向上のために各店が競
い合いました。
　夜の余興大会ではどの店舗もチームプレーで素晴らし
かったですね。特に小出郷支店の演技力は圧巻でした！

4月
11日
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豪雪地帯として知られる魚沼の地で、マンゴーの栽培に挑戦
　地域資源である温泉を活用し、自然エネルギーによる「ゆきぐに温泉マンゴー」の

栽培に挑戦している㈱江口設備工業様をご紹介します。

　本場宮崎のマンゴー農家から教えを請い、宮崎産の高級マンゴーと同種の苗木を調

達、品質も本場宮崎の高級ブランドマンゴー「太陽のたまご」の規格に引けを取らな

い高品質なマンゴーの栽培に成功しています。

　全国でも有数の豪雪地帯である新潟魚沼地域で南国フルーツが栽培できるという意

外性、魚沼の地域資源である温泉（自然エネルギー）の活用によるものであるという

環境志向性、削井業の異業種挑

戦という物語性について従来商

品、市場とは一線を画し、それ

らの特徴を事業戦略、販売戦略

に打ち出しており、当組合も積

極的に支援しています。

　 石 打 支 店 は 営 業 係 に

ニューフェイスがそろいま

した。新店舗建設計画も進

行中！さらに皆様に愛され

る支店を目指します！

　「中の湯」は南魚沼市で古くから湯治場として栄え

た上野鉱泉の一つです。単純硫黄冷鉱泉は慢性皮膚炎、

慢性婦人病、きりきず、糖尿病などに効能があります。

　社長の志田正雄さんは、「健康寿命」にスポットを

当て、高齢化に伴いますます重要視されてくるであろ

う「一人ひとりが何歳になっても健康な体」で過ごしてもらえるよう取組んでいます。

食事付きの宿泊プランでは山菜や地元のコシヒ

カリを使用した食事を提供し、断食プランも月

1回行っており、病気にならない体づくりのた

めに好評です。

　当組合では魚沼の経営塾の第2期生として参

加してもらい、経営面においても積極的な取組

を行っています。

　昭和時代の湯治場としての隆盛を

再興するため日々取り組んでいます。

本 店 各店コ
各店の

お取引

ーナー

㈱江口設備工業取引先企業紹介

石打支店

療養鉱泉 中の湯取引先企業紹介

　本部は2名の元気な新

メンバーを迎えました。

　お客様と関わる機会は

少ないですが、お客様を

思う気持ちを忘れず日々

働いています！

本 部　

＆

　本店は、高橋

本店長をはじめ

5 名 が 新 メ ン

バーです。今ま

で以上にチーム

ワークの良い本店

を目指して自信を持って一生懸命営業

していきます！

問合せ先 南魚沼市五郎丸557
☎025－782－1188 ／ FAX 025－782－4627

問合せ先 南魚沼市上野山口711－4
☎025－783－2174

紹介

先紹介

青木望美

桐生祥弥

岸野真弓 高橋真二 今井伶茄

見留由紀雄
伊佐早 忍 山田和彦

風巻睦人 塩原 功

渡邉桂子

上村美恵子
高波 京

永井恭平

角谷貴大 長谷川 礼 上村 享

貝瀬英昭

佐藤里穂

石澤智明

佐藤温子 上村早輝也

青木照夫
小林正典片桐 諒 田村宏一
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津南支店

小出郷支店

　「みやま」は、旧大和町大崎地区で切餅の製造及び販売を

行っている食品製造会社です。マルちゃん（東洋水産）「白

い力もちうどん」でお馴染みの、カップうどんに入っている

餅の製造をメインとしています。また耳慣れないかもしれま

せんが求
ぎゅう

肥
ひ

という、大福やアイスクリ－ムに使われている原

材料も製造しております。昨年は、国際大学の生徒さんを招

き、日本の伝統食であるお餅のことを知って欲しいと考え、餅つきの体験や、お餅の

食べ比べイベントを実施。国際色豊かであり参加した学生さんからは日本の食文化を

楽しんで頂くことができました。また、同地域に第二工場を新設し新たな

雇用を生み出しました。中島仁志社長を中心とし、地元企業の一員として、

雇用促進・地元活性化に取り組んでいます。日本全国のご家庭で一般的に

口にする「安心・安全」な商品を、ここ南魚沼から発信しております！

㈱みやま取引先企業紹介

五日町支店
　五日町支店は森下健

さんが店長デビューで

す。晴れの日も嵐の日

も店長を筆頭に、五日

町メンバーは皆で協力

して明るく乗り越えて

いきます！

　エンターテイナー

の小出郷支店です。

　少人数ですが少数

精鋭の連携プレーで、毎日笑顔

を絶やさず頑張ります！

　寛文3年（1673年）創業。現在の社長で18代目の歴史ある酒蔵です。平成元年に

は「雪蔵見学、越後ゆきくら館」をオープン。酒蔵見学では、

酒造りや貯蔵の方法、日本酒の歴史等を紹介しています。

　日本酒の他にも、日本酒を材料にした美白と保湿によい「ゆ

きくら化粧品」を販売しております。玉川酒造は「日本酒を通

して健康に楽しく」をテーマにしており、豪快

な一筆書きの玉の字をあしらったレッテルには、

「円い風味」と「円満」「円座」の意味がこもっ

ています。

玉川酒造㈱
取引先企業紹介

　津南支店は地元の皆様に愛して

いただいてる素敵なお店です。津

南出身のメンバーがたくさんいる

のでぜひ遊びに来てください！

　「つなんポーク」は津南町の赤沢地区で飼育されたブラ

ンド豚であり、県内18ブランド豚の内の1つです。つな

んポークとはタピオカ等の独自飼料を与えて飼育した豚で

あり、クセが無く甘みの深いことが特徴の豚です。さらに

平成24年から津南産コシヒカリを与えた2つ目のブラン

ド『越
こし

ノ
の

光
ひかり

ポーク』を大好評発売中です。通信販売サイト

等のランキングでは上位を獲得しており全国から人気のある豚です。生産から加工・

販売までを一貫管理し、より良いものをお客様に提供できる環境を作っています。

　当組合では魚沼の経営塾の第1期生として参加してもらうと共に『つなんポークプ

ロジェクト』を立ち上げ、経営面においても積極的な取組を行っています。つなんポー

クブランドを全国へさらに轟かせるため日々取り組んでいます。ネット販売も行って

おりますので、ぜひお

問い合わせください。

つなんポーク取引先企業紹介

各店コ
各店の

お取引

ーナー
＆

問合せ先 南魚沼市大崎3204
☎025－779－3803

問合せ先 中魚沼郡津南町大字下船渡戊546－5
☎025－765－5256 ／ FAX 025－765－3636

問合せ先 魚沼市須原1643
☎025－797－2777

嶋田武志

木村真智子 森下 健 小幡真夏 内田亜紀

馬場 修
佐藤 悟片桐一夫宮 正久

福原 香 片桐壮一 上村杏菜

今井 隆柿崎大介清水規之 清水聖太

吉田絵美 八木千鶴 瀬下奈々

中澤祐大

羽吹俊男 岡村信浩
戸田康晴

紹介

先紹介
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委員会紹介コーナー　　

　今年度、各店1名ずつの『女
性営業チーム』が誕生しまし
た。業務推進を兼ねており、
全員が本格的に営業活動を開
始いたしました。
　女性ならではの感性や視点
で、お客様に喜んでいただけ
る営業チームにしたいと考え
ております。

　ベテラン職員が
働きやすく、活躍
できる職場環境が
整 い、 特 殊 営 業
チームがスタート
しました。
　自らの活躍の誓
いと、若手育成に
燃えています。

　中小企業支援委員会は、
当組合の平成27年度経営
の基本方針に基づき、その
実現の為に課題を掲げ、重
点施策として実現可能な策
を打ち出し、営業係のリー
ダーとして実行し、目的を
達成することを付託された
委員会です。

私たち、女性営業チームです!

私たち、中小企業支援委員です!

チーフ
福原 香 さん
（津南支店）

教えて
チーフ !

チーフ
貝瀬英昭 さん
（石打支店）

私たち、特殊営業チームです!

チーフ
山田和彦 さん
（本店）
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