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「共感」が「感動」へつながった場合
それは「信頼関係」へと発展していく…
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

台風 15 号並びに台風 19 号により、被災された皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧
を願っております。
このたびのような自然災害が「地球温暖化」が原因であるとしたら、何かしら手を打つ必要があり、地域
金融機関としてもアクションを起こす時期に来ているのではないかと考えております。
当組合では、今期の事業計画で「危機管理」と「リスク管理」を第一に掲げており、
「備えあれば憂いなし」
「オール魚沼で地域を守る」
を合言葉に、地元自治体、警察署、消防署、商工団体等と金融機関で「連絡協議会」を発足させることを目指しております。
また、「防災および減災活動」に関する融資枠の設定や低金利融資などの支援措置を講じ、地域の中小、小規模事業者が事業を継続で
き、地域経済への影響を最小限に食い止める “ ＢＣＰ ”（業務継続計画）策定の啓発と支援を地元自治体等と協力しながら取組むことと
しています。
8 月に地元の消防署と連携し、地域住民と共に「ＡＥＤ利用」や「初期消火訓練」を実施しました。当組合が緊急時には、防災拠点
の一つとして役割が担えるようにと考えております。
9 月には、地元警察署と当組合と地域住民が一体となり、
「特殊詐欺等」の防止訓練と強盗事件を想定した防犯訓練を実施しました。
万が一の事態に備えて防犯意識を高めることが出来ました。
災害発生時を想定しておくことは、地域の金融機関として大切なことであることを改めて認識いたしました。
当組合では、4 月以降毎月「防衛会議」を、マネロン・テロ資金対策、サイバーセキュリティ、ＢＣＰ強化を目的に開催しております。
私たちは、自分たちの生き残りを優先しません。私たちは、地域の生き残りを最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。
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新現役交流会しんくみ in 越後
・結成式典及びトップセミナー
2019 年 10 月 17 日


大平洋一

君津信用組合、理事長の宮澤義夫氏か

藤野明氏をお招きし、事

らご講演をいただきました。平成 3 年の

新潟県の経済を活性化させ、地方開催に

業の成功体験等のご講演をいただきまし

頃、木更津の駅前の地価は 1 坪 1500 万円～

て元気が出るような機会にしたい。そんな

た。分科会では、各講師を中心にアドバイ

2000 万円だった。平成 16 年にはこれが 15

思いから開催される新現役交流会しんくみ

ス交流会を開催。自らの手でネットワーク

万円～ 20 万円に下落。地域経済が翻弄さ

in 越後。新潟県が元気になるように、明る

を構築し、地元の魅力を発信する機会とな

れ、商店街はどん底へ・・・。そこから這

くなるように、そんな想いを乗せ結成式典

りました。

い上がるために、掲げた「オール木更津」

では 6 信用組合による共同声明が発表され

による再建。地域電子通貨アクアコインの

新現役交流会しんくみ in 越後の成功を願

誕生秘話を聞かせて頂きました。

い、参加事業者と決起しました。

当日は、㈱大平きのこ研究所
氏、㈲エフ商会
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未来魚沼の交差点

SHIO SHIN DAYORI vol.22

主な出来事
2019

/01

05


㈬

2019

/03

05


㈮

令和元年 5 月 1 日窓口営業実施
10 連休となったゴールデンウイークの中日、5 月 1 日㈷に
窓口営業を実施しました。当日は延長デーとして 19：30

2019.05 〜 2019.06
2019



まで営業を行い、多くの方からご来店いただきました。

牧之茶会
牧之通りで開催された牧之茶会。今年は大勢の方で牧之通
りは賑わい、当組合の職員が今年も参加し、着物を着てお
茶とお菓子の配布を行いました。

/03

06

㈪

2019

/09

06


㈰

第一勧業信用組合内定者ガイダンス
当組合との連携先である第一勧業信用組合の内定者ガイダ
ンスが当地にて開催されました。牧之通りの見学を行い、
塩沢信用組合の理事長講演会を開催しました。

南魚沼グルメマラソン
南魚沼市の一大イベント「南魚沼グルメマラソン」のスタッ
フとして当組合職員が参加しました。当日は、未来基金奨
学生もボランティアで参加していただき、共に地域活動の
大切さをあらためて実感させていただきました。

2019

/

05

10
㈮

第 3 回「県内信金・信組若手職員」意見交換会
当組合女性職員 2 名が当組合の取組について代表として発
表しました。「ノルマ廃止は時代の要請」と題し、県内の
金融機関から興味を引く内容となりました。

2019

/

06

11
㈫

塩沢商工ウエイトリフティング部へお祝い金贈呈
塩沢商工高等学校のウエイトリフティング部に全国大会出
場のお祝い金を贈呈いたしました。当日は、部長から「頑
張ってきます！」と力強い言葉をいただきました。
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主な出来事
2019

/12

06


㈬

全東栄信用組合旅行
全東栄信用組合様をお迎えし、塩沢信用組合プレゼンス旅
行が開催されました。当日は大型バス 4 台、140 名の観光

2019.06 〜 2019.07
2019

/01

07


客が見えられ、塩沢信用組合職員が現地ガイドを行い、ふ

㈪

れあい広場では臨時売

10 年連続好決算記念贈呈式
10 年連続好決算を記念して地元へ利益を還元しました。連
携自治体、2 市 2 町を代表して湯沢町に寄付金 100 万円を贈呈、
5 信栄会にはそれぞれ寄付金 20 万円、地元で活躍する10 団
体にはそれぞれ寄付金 10 万円を贈呈しました。

店を出店しました。

2019

/15

06


㈯

津南高校関東地区同窓会 理事長講演会
津南高校関東地区同窓会より理事長講演会の依頼があり、
上野・蓬莱閣でご講演をさせていただきました。当日は 27名
の方にご講演を聞いていただき、当組合の取組について紹介

2019

/25

07


㈭

させていただきました。講演後、当組合の取組に共感をいた

三條信用組合「合同研修会・合同 FS 」in 三条
三條信用組合精鋭職員と塩沢信用組合精鋭職員が集結し、
三条地域で合同FSを実施しました。9組18名が活動を行い、
93 先のアポイントに対して 89 先と面談し、ニーズを収集
しました。

だき、魚沼の未来基金にご寄附もいただきました。

2019

/

06

25
㈫

通常総代会
2019 年度通常総代会が開催されました。当日は伊藤聡子
氏から特別講演をいただき、女性ならではの観察力から活
躍している地元企業のお話をしていただきました。

2019

/

07

25
㈭

小出 MC お祝い金贈呈
小出地域で活動しているママさんバレーボールチーム「小
出 MC 」。全国大会初出場を記念して当組合からお祝い金
を贈呈しました。
「地元からもナイストス」と、地元紙で大々
的に取り上げて頂きました。
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主な出来事
2019

/27

07


㈯

2019

/02

08


㈮

2019.07 〜 2019.08

第 40 回津南まつり
今年で 40 回となる津南祭り。お昼から開催された 3on3 バ
スケットボール大会には当組合職員も参加。民謡流しにも

2019



当組合有志が参加しました。

小出郷信栄会・納涼祭
今年もゆ～パーク薬師で開催された納涼会！ 毎年会員が
増える小出郷信栄会は今年も大勢の方からお越しいただき、
盛り上がりを見せました。

/04

08

㈰

2019

/10

08


㈯

石打信栄会ふれあいの集い
石打支店の駐車場で開催したふれあいの集い。多くの方か
らお越しいただき、例年にない盛り上がりを見せました。

第 3 回うおぬま就職応援フェア
地元企業 38 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‼ 求人情報交換会も開催し、従業
員の季節雇用の現状、定着率向上に向けた取組など活発な
意見交換がされました。

2019

/

08

03
㈯

津南信栄会・ふれあい BBQ
職員をとても大切にしてくれている津南信栄会。今年も
ニュー・グリーンピア津南でふれあい BBQ を開催しまし
た。今年も会員の皆様の優しさ、楽しさにふれあうことが

2019

/

08

12
㈪

三位一体防災訓練
消防署、地元住民、当組合による三位一体の防災訓練を実
施しました。地域の安全は地域全体で守ることを掲げ、消
火器訓練、AED 訓練等を実施しました。

でき、感謝しております。
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主な出来事
2019

/31

08


㈯

2019.08 〜 2019.09

第 19 回少年野球大会


2019

（塩沢商工会長杯・塩沢信用組合理事長杯）

19 回目となる少年野球大会。天気が懸念されておりまし

/06

09


たが、当日は、青空も見え、野球日和となりました。10 チー

㈮

牧之通りコンサート in 史佳
新潟県出身で現在、ニューヨークを拠点として国内外で活
躍する三味線プレーヤーである史佳さんのコンサートを牧
之通りの中島屋様で開催しました。

ムの選手たちが熱い熱戦を繰り広げ、大いに盛り上がりま
した。

2019

/03

09


㈫

三位一体防犯訓練

2019

今年も地元のお客様を巻き込んだ緊張感に包まれた訓練。
有事の際に最優先されることは、「人命の安全確保」。スマ

/08

09


ホの普及等、時代も常に変化しており、その時々に合った

㈰

最善の防犯対策をあらためて

五日町信栄会・ふれあいの集い
毎年恒例五日町スキー場でのふれあいの集い‼ 五日町信
栄会員様はとにかく明るい方ばかりです！ 笑顔が絶えな
い会となり、あっという間に時間が過ぎ、充実した一日を
過ごすことができました。

検討できる機会となりました。
今後も組織としての体制を整
え、地域に安全を提供してま
いります。

2019

/06

09


㈮

信組ふれあい祭り
特別定期抽選会からはじまり、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。

2019

/11

09


㈬

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
んが集まる中、青のポロシャツ軍団が一番注目されていま
した。第一部では、捨てられる銀行の著者「橋本卓典氏」
の講演、第二部では、人を大切にする経営学会
本光司氏」の講演を聴いてきました。
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会長「坂

主な出来事
2019

/23

09


㈪

第 3 回住まいの何でもフェスティバル
今回で 3 回目となる住まいの何でもフェスティバル。今年
は地元で活躍する団体「ナナシのマルシェ」と共同開催！

2019.09 〜 2019.10
2019

/11

10


一般来場者は 161 組、396 名と大勢の皆様から足を運んで

㈮

未来魚沼の交差点
未来魚沼の交差点事業の第二弾！今回は、君津信用組合様
のアクアコインについて学びました。デモ実演も実施して
魚沼の将来にとても参考となりました。

いただきました。キッズスペースも大活躍！

（宮澤理事長様）

2019

/06

10


㈰

津南版住まいの何でもフェスティバル
「どうしても津南で開催してほしい！」そんな要望にお応
えして津南版住まいの何でもフェスティバルを開催！！つ

2019

/17

10


なん de マルシェとの合同開催により多くのお客様よりご

㈭

来場いただきました。

新現役交流会しんくみ in 越後・結成式典
及びトップセミナー
新潟県経済を活性化させるため、県内 6 信用組合が結成！
12 月 5 日に開催される新現役交流会しんくみ in 越後に向
けて決意を一つにしました。

（柳沢理事長様）

2019

/08

10


㈫

塩信ビジネス交流会
3 大イベントの一つ「塩信ビジネス交流会」を開催しました。
魚沼から発信、地元でつながろう“自らが交流を創る”をテー
マに 2 社の取引先企業様から自身の成功の秘訣を講演してい
ただき、ミニ商談会やアドバイス交流会も実施しました。

2019

/25

10


㈪

宿毛商銀信用組合「合同 TF 」
高知県にある宿毛商銀信用組合様と本店・五日町エリアの
合同 TF を実施しました。宿毛商銀信用組合様とは、以前
から交流があり、当組合も高知県へ足を運ばせていただき
ました。今回の TF の成果は
大きく、宿毛商銀信用組合様
からは、当組合の取組が参考
になったと感謝されました。
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特

集

取引先と合同 FS

1on1 ミーティング

〜営業ノウハウを取引先に伝授〜

〜自分で答えを導き出す〜

塩沢信用組合では、小規模信用組合の生き残り戦略として、

塩沢信用組合では、4 月から 1on1 ミーティングを開始していま

数年前から貸出 FS（フィールドセールス）を実施しています。

す。1on1 ミーティングでは、部下が話すことを、部店長が黙っ

2019 年 9 月に貸出 FS により、培った営業ノウハウを今度は取引

て聞くという設定で行われます。1on1 ミーティングにはそれだ

先に直接伝授する取引先との合同 FS を実施。

けの価値があり、業務改善の工夫などを直接自分の口で店長に話

約 1 ヵ月前から訪問先を研究し、提案内容を詰めてからアポイ

すことができ、自分で答えを導き出す能力が身につき、新たに店

ントを取ることで目的を明確化、有効面談率を向上させることに

舗に気づきも与えることができています。また、定期開催するこ

成功しました。この事前準備を重視する塩沢信用組合流の営業方

とで部下が求めていることは何か、組織が目指していることが何

法は、取引先と塩沢信用組合の職員がペアを組んで訪問。今回は

かを相互に明確化させる絶好の機会となり、上半期大きな成果を

忘・新年会シーズンの団体予約の取り付けを目標とし、当日は介

上げることができました。

護施設などを訪問して団体の宿泊契約等の実績を上げることがで
きました。
本店

若井杏菜

津南支店 支店長

福原

香

訪問した先では、メディアなどを通じて当

新たな気づきがあり、店舗運営にとても役

組合のことを知ってくださっており、スムー

立っています。中々言いづらいことも話して

ズに会話に入ることができました。一定の成

貰える機会であり、忌憚ない意見を受け入れ

果も現れており、好感触を持っています。

るためにもっと聴く体制のレベルアップが必
要だと感じています。

予

告

新現役交流会「しんくみ in 越後」

2019 年 12 月 5 日㈭

データベースに登録された抱負な実務経験や
専門知識、人的ネットワークを持つ OB と、専
門的な経営課題を抱える中小・小規模事業者の
“ 出会いの場 ” を創出するマッチングイベント !!
12 月 5 日に魚沼で開催‼
6 信用組合の共同開催による一大イベント‼

本

塩沢信用組合
8

SHIO SHIN DAYORI vol.22

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

