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� 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。
　当組合をご利用のお客様へ、少しでも分かりやすく情報をお伝えするために
魚沼の「塩信だより」第13号を作成いたしました。
　私共は、取引先へのメリットの提供として、この塩信だよりを通じて、お客様のコマーシャルを実施
しております。
　地域内の情報をいち早く入手し、お客様へ還元し、ご活用いただくことが私共信用組合の使命と考え
ております。
　そのために理事長はじめ職員全員が積極的に営業活動を展開しております。
　お客様からもぜひ気軽にお声掛けいただきますようにお願い申し上げます。
　益々地元で愛される信用組合を目指して日々精進してまいりますので、何卒引き続きのご愛顧のほど
宜しくお願い申し上げます。� 敬　具　

●●● 理事長 あいさつ

軽トラ市
　東北被災地へ義援金を贈るため、職員の未使用品を集
め、つむぎ通り軽トラ市へ「しおしん復興バザール」と
して出店しています！
　復興は道半ばです。ここで集まった義援金を10月の
職員旅行にて宮城県協会さんへお届けします！

5～10月
第1日曜

　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！

少年野球大会
　少年野球大会が南魚沼市大原の「ベーマガスタジア
ム」で開催されました。白熱した試合が展開され、つい
夢中になって観戦してしまいました。この中から未来の
スター選手が生まれるかもしれませんね！

8月
1日

通常総代会6月
27日

　今年度の通常総
代会は、本部職員
２名が着物で司会
をさせていただき
ました。
　退任式及び功労
者表彰式、祝賀会
も開かれ、有意義
な１日でした！
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信組ふれあい祭り9月
7日

　毎年恒例の信組ビア祭りがリニューアル！「信組ふれ
あい祭り」として開催されました。当組では「地酒で乾
杯、追い水推奨」を掲げ、今年は鶴齢の樽で盛大に鏡開
きを行いました！皆さんに持ち寄っていただいたおいし
い料理とともにお酒を楽しみました。

しんくみの日
　9月3日はしんくみの日として、清掃活動、交通安全
指導やイベントなどを行いました。これからも地域の皆
様のお役に立てるよう頑張ります！

9月
3日

ピーターパン募金贈呈
　全国信用協同組合連合会の行う「しんくみピーターパ
ン募金」から、南魚沼市立総合支援学校へ20万円の備
品を寄付しました。贈呈式では児童の皆様からすばらし
い演奏を披露していただきました！

9月
3日

懸賞付特別定期
抽選会

　第3回の特別定期の抽選会が行われ、当選番号が決定
しました。
　今年度は懸賞金・カタログギフトに加え、地元の特産
品を選べるプレミアム賞も用意されました！

9月
7日

役員研修会
　常勤・非常勤役員、特殊営業、女性営業のメンバーで
役員研修会に行ってきました。役員研修会への女性参加
は当組合だけ！ 興味深いお話を聞くことができ、とて
も勉強になりました。

9月
9日

魚沼の経営塾
日帰り研修旅行

　9月10日には経営塾の研修旅行で、新潟県を代表す
る企業へ視察に行ってきました。百聞は一見にしかず。
どの企業も従業員が自分の会社に誇りを持ち、いきいき
と仕事をしている姿を見て、大変勉強になった１日でした。

9月
10日
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　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！

津南信栄会
トレッキングツアー

　津南信栄会のトレッキングツアーを開催、トレッキン
グツアー？ どう見ても登山でした。谷川岳に登り、信
栄会員の皆様は手慣れた方ばかりでスイスイ登られてい
ましたが、職員は運動不足を痛感しました。皆様を見習
い、体力強化に励みます！

9月
13日

小出郷支店
金銭教育

　堀之内小学校に金銭教育に行ってきました。1,000万
円の大束を持つことや、お札の数え方を体験することで
お金の大切さを改めて認識してもらいました。当日は
オープンスクールということもあり、保護者の方も含め、
総勢約100名の前で授業させていただきました。

9月
16日

第2弾  いきいき健康特別金利定期預金
　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！特定健診を受診す
ると店頭表示金利に0.1％上乗せ、さらに2年
目以降の健康診断結果が改善すると店頭表示金利に
最大0.5％上乗せ !!
◦取扱期間　平成27年9月1日～
　　　　　　平成28年8月31日
◦預入期間　1年
◦預金金額　10万円以上
　　　（お一人様1,000万円以内）
◦協賛　南魚沼市、津南町
◦後援　魚沼市、湯沢町　　◦連携　協会けんぽ

地域の幸せの輪 作りませんか?
　これからもこの地域で生きていく私たちができる
ことは何だろう？ 地域の良さを自分たちの力で発
信していきましょう！

当組合がお手伝い

人が集まってくる

三魚沼ならではの他にはないモノを提供していく

地元を元気にする
幸せサイクル

1社1人 100社100人運動 実施中!!
　当組合では、地方を元気にするには地方での雇用
がとても重要であると考えています。地元の企業が
1社1人ずつ採用すれば、100社で100人もの雇用
が生まれます！
　1つの力は小さくても、たくさん集まれば地元を
元気にさせる大きな力となります。私たちと一緒に
雇用創出・地域活性化を実現させましょう。
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お取引先紹介コーナー

　有限会社大幸は、現社長小林正幸

氏が建設業として創業、平成22年

から魚沼産コシヒカリの新規需要米

を活用した「米粉製粉事業」に事業

進出し、米粉100％の焼きドーナツ

ブランド「コパドーナツ」を起ち上

げました。なかでも、卵・乳・小麦

粉の3大アレルゲンを使用しない

「コメパンドーナツ」は、「みんな一

緒に安心して食べられるおやつ」と

して、全国の幼稚園、保育施設から

受注が殺到しており、プレーン1個

120円という価格設定も大ヒットの秘訣です。

　米離れが叫ばれるなか、アレルギーフリーの強みを活かし、「米どころ魚沼」の柱

となれるよう、米粉製品の開発・普及に邁進しています。

好評につき、
お取引先紹介コーナー
第2弾。今回も素敵な

企業をご紹介!!

問
合
せ
先

南魚沼市片田332－11
☎025－788－0304　FAX 025－788－0304
ＨＰ：  www.taiko-uonumakomeko.co.jp 

http://kopafoods.shop-pro.jp
E-mail：info@taiko-uonumakomeko.co.jp

【本店】お取引先企業 ──有限会社─大─幸

←塩沢

六日町病院●

●
南魚沼地域振興局

●

←湯沢
関越自動車道

17
魚沼市→

長岡→

南魚沼市
　消防署●

有限会社 大幸
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　古城館は、南魚沼市石打で営業している温泉
宿です。丸山温泉は源泉100%の天然温泉で
関節痛・疲労回復に効能があります。県内初の
蔵を使った「蔵ぼちゃ」や地元の石を使用した

「石ぼちゃ」という2つのお風呂があり、食事
も地元の食材を使用したものを提供しています。
　創業64年の古城館は経営面においても当組
合経営塾第1期生として参加し、日頃から魅力
づくりに取組み、地元愛たっぷりで営業してい
ます。県内外からたくさんのお客様が宿泊し、
これからの忘年会シーズンにも最適です！

問
合
せ
先

南魚沼市石打1873
☎025－783－2219　FAX 025－783－4789
ＨＰ：www.mars.jstar.ne.jp/~kojyokan/

【石打支店】お取引先企業 ──丸山温泉─古城館

　「ナカヤモータース」は自動車・オートバイ
の販売、車検・修理などのメンテナンス業を中
心に行っています。
　皆さん、愛車の車検は「基本料金」だけで選
んでいませんか？ 車検は「支払総額」で選ぶ
時代です。ナカヤモータースのカーコン車検は
内容が充実しており、国家ライセンスのスタッ
フがスピーディにメンテナンスしてくれるのも
魅力的です。他にも、用品・カスタムパーツの
取付け等にも力を入れているところがリピー
ター客の多い理由の一つです。
　当組合での経営塾の第1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おりま
す。自動車修理・車検や中古車販売の事ならナカヤモータースへ!!

問
合
せ
先

南魚沼市大杉新田1123
☎025－776－2102　FAX 025－776－3245
ＨＰ：http://www.nakayamotors.com

【五日町支店】お取引先企業 ──ナカヤモータース株式会社

五日町駅

関越自動車道

長岡→

←六日町

長岡↓

●

●

●

イオン様

六日町 IC

中越三菱
　六日町様 日石GS

●
ナカヤモータース

←湯沢

17

六日町→

↑十日町

←湯沢町

はりまや様●
上関小学校

●

● 353

石打駅

丸山温泉 古城館

17
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　松屋では和菓子・洋菓子・ベイカリー等の取
扱いを行っており、地元津南では「パンの松屋」
として人気のお店です。
　ベイカリーは100種類以上の取扱いをして
います。松屋のベイカリーは高タンパク粉とい
う他のパン屋ではほとんど使用していない小麦
粉を使用しており、日を置いても味落ちしない
という特徴があります。ベイカリーの他にも人
気商品である「山ぶどう羊羹」は毎朝2時30
分から時間をかけて作っており、各品評会でも
高い評価を頂いています。
　津南にお立ち寄りの際はお土産にぜひともご利用ください。また、ベイカリーは南魚沼地域のスー
パー（のぐち、はりまや、道の駅雪あかり）にて販売していますので、こちらもぜひご賞味ください。

問
合
せ
先

津南町大字下船渡丁2222
☎025－765－2053　FAX 025－765－2594
ＨＰ：http://www.tsunan-matsuya.co.jp

【津南支店】お取引先企業 ──有限会社─松─屋

　昭和47年開業の魚沼市の老舗ファミリーレ
ストランです。地元魚沼産コシヒカリと旬の野
菜をふんだんに使用した、こだわりの手作り料
理を提供しています。ご家族連れから会社の懇
親会等、幅広い年齢の方々に御利用いただける
よう畳席をリニューアル致しました。
　30 ～ 40名程の各種食事会、宴会、法要等
にもご利用いただけます。
　従業員一同、皆さまのご来店をお待ち申し上
げております。

問
合
せ
先

魚沼市佐梨646-1（大河原）
☎025－792－1052
ＨＰ： http://www.montblanc-koide.com

【小出郷支店】お取引先企業 ────株式会社─モンブラン

六日町→←小千谷市 ●イエローハット様

●小出小学校

黒岩歯科医院様●

17

モンブラン

●

十日町→←長野県

↑津南駅

伊勢屋旅館様●
津南交番

●

津南中学校
●

117

有限会社 松屋
●
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塩沢信用組合
本　　　部　〒949－6408　新潟県南魚沼市塩沢 1221－4 　 電話（025）782－1201（代表）
本　　　店　〒949－6408　新潟県南魚沼市塩沢 1198  　 電話（025）782－1151（代表）
石 打 支 店　〒949－6371　新潟県南魚沼市関 1124－1 　 電話（025）783－2962（代表）
五日町支店　〒949－7101　新潟県南魚沼市五日町 387－1 　 電話（025）776－2691（代表）
津 南 支 店　〒949－8201　新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊 543－3  電話（025）765－3125（代表）
小出郷支店　〒946－0076　新潟県魚沼市井口新田 547－15 　 電話（025）792－7766（代表）
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