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雪対策並びに
年末景気対策特別資金
自然に大きく影響を受ける農業のた

め、不測の事態に備えいざというと

きにすぐに利用できる“予約型”の特
別融資資金です。返済も収穫期に合
わせ、オーダーメイドに農業形態に
合わせた返済方法が選べます。
★ご融資対象者
★限
★利

度

組合員で農業を営む方

額 1,000万円以内
率 1.9％～7.9％
（固定金利）

お知らせ

◦魚沼の経営塾日帰り研修旅行

雪対策でお困りの事業者の皆様のほか、
年末の景気対策として特別資金を
ご用意いたしました。
ぜひ、
しんくみにお気軽に相談ください。
ご融資 雪の影響により経営に支障が生じる、
対象者 または今後の返済負担等で
資金繰りに支障をきたす
恐れがある事業者
ご融資限度額

3,000万円

最高

ご融資利率
年0.9％～7.9％

（当組合所定の基準によります）

当組合のホームページもぜひご覧ください♪
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理事長 あいさつ

●●●


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。
地元を知り尽くしている「雪国の信用組合」として、スピーディかつタイムリーな営業を
展開して参ります。若手と女性とベテランが活躍できる職場を目指します。
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、ますます愛さ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、役員職員一同、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、私の挨拶とさせていただきます。


敬

魚沼の未来のために。

魚沼の未来基金
一般ご寄附受付中
平 成 28 年 9 月 28 日、16 先 の 発 起 人、
118 先の設立メンバー、8 先の一般寄附
の皆様から 382 万円のご寄附をいただ
き、
「 魚 沼 の 未 来 基 金 」が設立されま
した。今後とも一層のご支援をお願い申
し上げます。広く一般からご寄附を受付
しております。塩沢信用組合の本支店窓
口にてお申し出ください。
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埼玉信用組合
「信和会」
4日 （経営塾）一行視察研修
7月

6月

25日 通常総代会

埼玉信組信和会の方々が、牧之通りへ視察旅行へい
らっしゃいました。当組合の塾生の方々と情報交換が活
発に行われました。

今年度の通常総代会では、魚沼の未来基金の説明と、
小野沢裕子さんの講演会が行われました。未来基金につ
いては、総代の方々から質問等が相次ぎ、満場一致で承
認されました。

塩沢信用組合理事長杯・
17日 塩沢商工会長杯
少年野球大会
7月

7月

4日 第2 回 魚沼の経営塾

大原運動公園にて、毎年恒例の少年野球大会が開催さ
れました。小学生の皆さんが一生懸命頑張る姿を見て、
私たちも元気をもらいました。

今年度 2 回目となる、魚沼の経営塾が行われました。
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塩沢まつりに理事長参加
14日 職員みこし・かぐら参加
7月

塩沢まつりでは、渡御行列に当組合理事長が参加し、
若手職員がみこし・かぐらに参加して盛り上げました。

首都圏六日町会
19日 牧之通りへ
7月

首都圏六日町会の方々が牧之通りに来てくださいまし
た。牧之通りを散策し、お土産のお米もとても喜んでく
ださいました。

8月

世代別・男女別
18日 フリー討論会
7月

5日 小出郷信栄会 納涼祭

ボーリング大会と BBQ を行いました。かわいいお子
様方にも参加していただき、わきあいあいの納涼祭でし
職員の世代別・男女別のフリー討論会が行われました。 た。
たくさんの意見が出て、職員の士気がより一層高まりま
した。

津南信栄会
6日 ふれあい BBQ
8月

津南信栄会の BBQ を開催しました。津南の皆さんは
本当に仲が良くて、とても楽しいひとときでした。

4

塩信だより

第 16 号

第一勧信 新田理事長
10日 玉川酒造ゆきくら館訪問
8月

第一勧業信組の新田理事長を、玉川酒造㈱様のゆきく
ら館にご案内しました。第一勧業信組オリジナルの吟醸
酒をご提案し、プロジェクト進行中です。

山形中央信組
2・3日 情報交換
9月

山形中央信組様に講演会に行ってきました。おいしい
山形名物もたくさん食べてきました。

五信栄会
3日 合同ゴルフコンペ
9月

信栄会合同ゴルフコンペが開催されました。大勢の皆
様に参加していただき、お天気にも恵まれ、大変楽しい
1 日でした。今年の優勝は、カクチョウ印刷㈱ 八木主
税専務でした。

東京シティ信金経営塾
17日 納涼祭（地元酒造 2 社参加）
8月

東京シティ信金様の経営塾「納涼祭」に魚沼の地酒で
利き酒企画を持ち込み提案し、実現しました。
当組合の経営塾生である青木酒造㈱様と、玉川酒造様
㈱をお連れし、東京の企業経営者の皆様に大変な反響を
いただきました。

9月

6日 特別定期預金抽選会
今年も特別定期預金の抽選会が行われました。魚沼地
域の特産品やカタログギフトなど、豪華景品を取り揃え
ました。
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9月

6日 信組ふれあい祭り
毎年好評の信組ふれあい祭り、今年も大盛況でした。
地域の方々のおいしいお料理においしいお酒で、幸せな
ひとときでした。

さくらの街信組
9日 理事長講演会
9月

さくらの街信組様に講演に行ってきました。

五日町信栄会
11日 ふれあいの集い
9月

五日町のふれあいの集いが、泉ヴィレッジで行われま
した。
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魚沼の経営塾
13日 日帰り研修旅行
9月

今年は、スノーピークと鍋茶屋、吉乃川を回る研修旅
行でした。

9月

14日 役員研修会
信用組合のこれからの在り方や、地方でのさまざまな
ビジネスモデルの実例を学べ、とても有意義な研修旅行
となりました。

石打支店
26日 新店舗オープン
9月

とうとう石打支店の新店舗がオープンしました。新し
くなった石打支店に皆様ぜひいらしてください。

魚沼の未来基金
28日 設立記念式典
9月

魚沼の未来基金の設立記念式典と記者会見が行われま
した。当組合は地域内に助けあいの輪が広がることを目
指して活動します。

魚沼の未来基金
29日 東京記者会見
9月

魚沼の未来基金の設立記者会見を、東京会場でも実施
しました。

10月

7日 塩沢商工 金銭教育

10月

9日 塩沢一周駅伝
天候が心配でしたが、雨に当たることなく最後まで走
りきることができました。今年は昨年から順位を大幅に
上げ、17 位でフィニッシュしました。

第一勧信 赤平副理事長
12日 ゆきくら館訪問
10月

第一勧信の赤平副理事長様と玉川酒造㈱様のゆきくら
館を訪問し、第一勧信オリジナルの酒 2,000ℓ の打ち合
わせを行いました。

10月

13日 次代を担う会

塩沢商工 3 年生 140 名へ金銭教育を行いました。クレ
経営塾 OB の次代を担う会は第 2 回、㈱自遊人の代表
ジットカードの使い方やスマートフォンアプリの課金
ゲームの恐さなど、皆さん熱心に聞いてくださいました。 取締役 岩佐十良氏を講師にお迎えし、大好評でした。
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半期全体集会 内定式・ 10月 第一勧業信組職員ジョギングクラブ
15日 金森理財部長様講演
22・23日 ゆきくら館でお酒仕込み体験、
集会の中で内定式が行われ、来年度のフレッシュな新
魚沼コシヒカリ紅葉マラソンに参加
入職員の方々が紹介されました。午後からは関東財務局
10月

金森理財部長様に講演をしていただき、盛りだくさんな
1 日でした。

さくらの街信組
17・18日 合同 FS
10月

本店にて、さくらの街信組様との合同 FS が開催され
ました。当組合のお取引様をペアで訪問しました。

全国信用組合大会
21日 くみの日表彰・永年表彰
10月

全国信用組合大会にて、勤続 10 年・20 年・30 年の 3
名の職員が表彰されました。
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第一勧業信組の職員が、玉川酒造㈱のオリジナル酒の
仕込みを体験、翌日は紅葉マラソンに参加しました。

しんくみ
26日 食のビジネスマッチング
10月

しんくみ食のビジネスマッチングが、池袋サンシャイ
ンで開催されました。㈲いなほ新潟・㈲大幸・㈱大平き
のこ研究所の 3 社をお連れして PR しました。

けんこう職場おすすめプラン
28日 優良事業者表彰式
10月

㈲エコ・リサイクル様、㈲小出自動車工業様が優れた
取り組みを実施され、銀賞に輝きました。

