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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。
　当組合では、経営の透明性から経営内容の情報開示を積極的に実施しております。
　当組合をご利用のお客様へ、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」第八号「創業60周年記念特集」として作成いたしました。
　当組合は、親切ていねいな対応で、どなたにも分かりやすく説明することを営業の
基本としております。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、誠心誠意お応えいた
します。
　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、なにと
ぞ一層のご愛顧を賜りますように宜しくお願い申し上げます。� 敬　具　

●●● 理事長 あいさつ

創業60周年宣言
　当組合は、平成25年4月、御蔭様で創業60周年を迎えました。
　昭和28年に、塩沢駅通りで創業の第一歩を印してから、営業区域も現在の三魚沼へ
と拡大発展し、相互扶助の理念に基づき、地元の中小零細事業者、勤労者の皆様と共に
60年を歩んで参りました。
　当地域で60年、信用組合事業を営んでこれたことを地元の皆様の御蔭と心から感謝
し、その感謝の気持を“形”に表して、60周年事業を通じ関係先各位へ「還元」いた
します。
　合言葉は『感謝・還暦』と『還暦還元・次世代へ』です。
　私共は、魚沼の信用組合として、60年の歴史と伝統を守り、組合員の皆様の経済的
な地位向上に資すると共に地元経済の面的再生へ積極的に参画し、魚沼の発展のために
役職員一同献身努力いたします。
　『若い力の活用』『ベテランと若い力の融合』『役職員全員の英知の結集』により、10
年後、20年後の輝かしい、当組合の『躍動新時代』を築くことをここに宣言します。

　平成25年4月13日

   塩沢信用組合　

 役 職 員 一 同　
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事　　業　　名　 実施時期等　 具体的項目

⑴　記念式典及び祝賀会事業
　 H25年度通常総代会と記念式典と

祝賀会を同日に三部構成実施

H25年6月22日㈯
会場：南魚沼市民会館
会場：ニューホテル越路荘

式典700名、祝賀会300名
理事改選、事業報告、予算承認
来賓多数、祝辞、感謝状贈呈

⑵　子どもの金銭教育推進事業
　 湯沢町、津南町、南魚沼市、魚沼市

の四市町内の全ての小中学校が対象
の事業、来年以降も継続

新入学児童への記念品贈呈
新中1年生への記念品贈呈
夏休み中の「親子勉強会」

「校長会」及び「入学式」

学校名入りクリアファイル贈呈
通帳式の「小遣い帳」贈呈
自由研究のお手伝い各店実施
※「教育委員会」との協力事業

⑶　地域への感謝還元事業
　① 　「コンパクトゴミハウス」寄付

事業
4月1日　｢贈呈式｣　本店、区長参列
120㎝の中型カゴ、38 ヵ所へ

特製品完成、地元鉄工所協力
地元三鉄工所へ分割発注

　②　地域貢献団体の表彰寄付事業 6月22日　式典にて表彰式挙行
6部店から1団体を推薦計6先

表彰状と金一封｢10万円｣贈呈
店舗推薦状の内容を審査決定

⑷　「魚沼の経営塾」開講事業
　 タナベ経営と提携、4月～翌年3月

までの1年契約

H25年4月25日　｢開講式｣
年4回セミナー、個別経営相談参加者
同士の異業種交流会実施

各店10社、合計50社参加
当組合の中小企業経営支援として取
組、巡回監査と経営助言

⑸　特別定期預金募集事業
　5年定期預金対象
　 毎年懸賞金か懸賞品が当たる県内初

の「お楽しみ定期預金」

H25年4月～ 8月の5 ヵ月
9月10日㈫　「抽選日」
5月11日㈯　特別定期FS第1回
7月20日㈯　特別定期FS第2回

募集総額20億円、預積金純増10億
円、1年目の懸賞金総額300万円、
特賞5万円、1等1万円、2等5千円
が当る

⑹　既存預金者への還元事業
 　 全店の上位預金者1,000人へ進呈

4月 1日　配付開始、
4月25日　配付完了
地元の名産品プレゼント

各店200個、計1,000個の名産品地
元から調達

⑺　CI推進事業
　カラーとロゴの統一
　カラーは「ジェントルブルー」
　ロゴは「魚沼の塩沢信用組合」

H25年4月　全店一斉に実施
店舗外壁工事等は順次実施
小出郷支店駐車場整備工事
4月1日　｢デジサイン｣放送開始

サマータイム用ポロシャツ作成
店舗看板、ATM表示シール作成
駐車機能と交差点広告機能
全店に金利表示と動画放送

⑻　特別融資推進事業
　全員参加で融資推進に取組む

4月～ 8月の5 ヶ月間
月2回計10回の貸出FS

団体戦の機能強化と個人のスキル
アップで生産性の向上を図る

⑼　記念DVD作成事業
　記念誌に代えて｢記念DVD｣作成

6月22日　記念式典にてお披露目
※式典にて記念品として配付

式典にてチャリティ募金実施
※寄付先は被災地の信用組合

⑽　特別企画・新潟駅産直事業
　新潟駅南口広場を借り切って

5月25日㈯　9時～ 13時開催
つむぎ通り組合の軽トラ市開催

トッキー新潟支社との合同企画
出店者15先決定

⑾　職員感謝還元旅行事業
　地元旅行社とのタイアップ

H25年9月14日㈯～ 15日㈰
貸切ディナー表彰式

行き先「軽井沢プリンス」
ワンランク上のサービス体感

⑿　懸賞論文募集事業
　 職員を対象に募集、厳正な審査の結

果、優秀賞は式典にて披露

※ テーマ「10年後、20年後の塩沢信
組を私はこうしたい」

　「地域還元、還暦へ感謝」

「躍動新時代若い力の活用」
「ベテランと若い力の融合」
「楽しくてためになる信組」

⒀　OB会発足事業
　長年の懸案事項を実現

※当組合の元役職員の会発足
式典後に実行委員会始動

※名称「信友会」対象者50名
発会式兼総会、年度内に開催

⒁　地元購買活動促進事業
　ふるさとギフトカタログ作成

25年9月　津南版完成　1,000部
25年9月　小出郷版完成1,000部

東京津南会々員へ販売
東京魚沼会々員へ販売

⒂　津南支店30周年事業
　総代地区会議、記念式典、祝賀会

H25年11月16日㈯　午後開催
地元来賓、関係者招待、記念品

｢ふるさとギフトカタログ｣
本日より取扱、販売開始

⒃　小出郷支店20周年事業
　総代地区会議、記念式典、祝賀会

H25年11月23日㈯　午後開催
地元来賓、関係者招待、記念品

｢ふるさとギフトカタログ｣
本日より取扱、販売開始

●●● 「創業60周年記念・事業計画」〈全16事業の紹介〉
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●●● 60周年記念事業
　湯沢町、津南町、南魚沼市、魚沼市の4市町内の全ての
小中学校を対象として、小学校新入学児童へは「学校名入
りクリアファイル」を贈呈、中学校1年生へは「通帳式の
小遣い帳」を贈呈いたしました。

子どもの金銭教育
推進事業

　5年定期預金対象、毎年懸賞金か懸賞品
が当たる県内初の「お楽しみ定期預金」を、
平成25年4月から8月の5 ヵ月間発売中
です。（抽選日は、9月10日㈫の予定です）
　発売初日の4月1日には、各信栄会会長
より一日店長をお願いしました。

特別定期預金
募集事業

　平成25年4月1日より全店に、金利表
示と動画放送「デジサイン」を放送開始い
たしました。

ＣＩ推進事業
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　タナベ経営と提携して、4月から翌年3月までの1年契
約にて、年4回セミナーを実施し、個別経営相談、参加者
同士の異業種交流会を実施。
　平成25年4月25日に開講式を行いました。

「魚沼の経営塾」
開講事業

　地元三鉄工所（樋口鉄工所、柄沢鉄工所、松栄鉄工所）
協力のもと、120㎝の中型カゴ「コンパクトゴミハウス」
を地元38 ヵ所へ贈呈いたしました。

地域への
感謝還元事業
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信栄会総会
　各店の5信栄会総会が開催されました。

12月
～3月

総代地区会議
（忘年懇親会）

　毎年2回「総代地区会議」を開催。平成24年度の
半期決算の報告及び平成25年3月期「決算」の見込
みの報告を行いました。（終了後、忘年懇親会を開催）

11月
13～20日

研鑽の会
年末神社参拝

12月
29日

観光開店
ひな雪見かざり

　本店「蔵」の観光開店にて、地元小学児童のコンサー
ト「琴の演奏」が行われ、大勢の方から来店していた
だきました。

3月
2日

　毎年、年末
に地元神社を
参拝。一年の
無事を感謝し
ております。

期末全体集会 兼
60周年事業決起大会

　平成24年度「期末全体集会」兼「60周年事業決起
大会」を開催いたしました。

3月
23日
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特別定期預金 発売4月
1日

職員大会 兼
60周年事業推進大会

4月
13日

　60周年事業である特別定期預金発売初日に、信栄
会会長より一日店長をお願いし、盛り上げていただき
ました。

　平成25年度「職員大会」兼「60周年事業推進大会」
を開催いたしました。

入組式 新採用職員4名の紹介4月
1日

　4月1日に4名の新採用職員を迎
えて「入組式」が行われました。
　今後とも、よろしくお願いいたし
ます。

よろしく
お願いいたします

本　店

小 幡 真 夏
五日町支店

馬 場 　 修
石打支店

桐 生 祥 弥
小出郷支店

渡 邉 桂 子
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