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C o n t e n t s

向陽園アート活動支援室ぴかり
　本誌の表紙を飾るのは、障がいのある方々に「毎日を楽しく面白く生活してもらう」ための生活支援を行ってい
る施設「向陽園」の入所者さんたちによる斬新でユニークなアート作品です。今回は、絵や縫物などのモノづくり全
般が大好きな津島涼一さんの作品『コックさん』。明るくカラフルなたくさんのコックさんたちが勢ぞろいしたとて
も楽しいイラストで、この「コックさん」は、オリジナルキャラとして津島さんの手掛けるさまざまな創作物に登場し
ます。ほかにもネコやダンプカー、北欧風の家など、お気に入りのモチーフを好んで登場させるそうなので他の作
品も気になるところ。創作はどれも丁寧に細かく作業する職人気質なので、ひとつの作品を完成させるのに１日や
２日では出来ないとのこと。施設内にある津島さんの作業机には、細かく切った紙や空き箱など、さまざまな作品
づくりの素材が並べられていました。

※各イベントの詳細な開催時期、場所等については、各町の観光協会等にご確認ください。

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会 遠軽町・湧別町
３月上旬
２月下旬

ＦＩＳファーイーストカップ 遠軽町
太陽の丘えんがる公園オープン 遠軽町

４月下旬
丸瀬布森林公園いこいの森開園式 遠軽町（丸瀬布）

５月上旬～６月中旬 チューリップフェア 湧別町

太陽の丘えんがる公園 芝ざくらライトアップ 遠軽町
５月中旬

芝ざくら鑑賞会 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地
２０20年9月までの 遠軽地方イベントカレンダー

６月上旬
まるせっぷ藤園ライトアップ鑑賞会 遠軽町（丸瀬布）
まるせっぷ藤まつり 遠軽町（丸瀬布）

７月中旬
遠軽がんぼう夏まつり（千人踊り） 遠軽町
いくたはらヤマベまつり 遠軽町（生田原）

８月中旬
ふるさと大好き盆踊り 遠軽町
アンジくんのふるさとまつり（花火大会）遠軽町（白滝）

６月下旬
ひらやま山開き 遠軽町（白滝）
サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 湧別町・佐呂間町他

湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり 湧別町

８月上旬
まるせっぷ観光まつり（花火大会） 遠軽町（丸瀬布）

８月下旬

7月下旬

9月下旬

屯田・七夕まつり（花火大会） 湧別町

コスモス開花宣言花火大会

８月中旬～９月下旬

えんがる物産まつり 遠軽町
かぼちゃまつり「シンデレラ夢」2020（花火大会）佐呂間町

湧別町産業まつり

太陽の丘コスモスフェスタ 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地

社会福祉法人 北光福祉会  障がい者支援施設　向陽園　所在地：紋別郡遠軽町生田原安国347番地2　TEL：0158-46-2525　FAX：0158-46-2277

高校生向け「財政・金融教室」の開催について

2020年度カレンダー

表紙を飾るのはポップでカラフルな色使いが特徴の津島涼一さんの作品

湧別町

５月上旬 五鹿山公園まつり 湧別町

9月中旬

サロマ大収穫祭 佐呂間町

遠軽町

　当金庫では、２０１０年から、国画会会員 瀬川明甫
（せがわ  あきお）氏の油絵による「遠軽地方の名所」
を題材としたカレンダーを作製しております。
　２０２０年カレンダーは、サロマ湖の「サロマ湖キム
アネップ崎 サンゴ草群落」を題材に取りあげ、９月中
旬から１０月中旬にかけて、サンゴ草が紅葉し湖面一
面に美しく赤い風景を描いたものとなっています。　 
　現在、当金庫本支店で無料配付中（※）ですので、
ぜひご愛用ください。
※当金庫本支店窓口での配付は、２０２０年１月中旬頃までを
予定しておりますが、各店、在庫が無くなり次第終了となりま
すのでご了承ください。

えんしんトピックス
地域のイベントや話題から、えんしんの 
最新情報まで、幅広くご紹介いたします。

　当金庫では、若い年齢の段階から国の財政の現状や課
題を正しく理解していただくための取り組みとして、北海
道財務局北見出張所主催、当金庫共催による「財政・金融
教室」を開催しました。遠軽高等学校の生徒２７名が参加
し「お金についての知識」を学び「国の財政シミュレーショ
ン」を行うことによって、「お金の流れや判断力の重要性」
(金融リテラシー)について理解を深め、将来に役立てる金
融や経済の基礎知識を身につけていただきました。

（株）北海道銀行との
ＡＴＭ手数料相互無料化提携契約
締結について
　当金庫は、２０１９年
９月２日から北海道
銀行との間において、
ＡＴＭ手数料の相互
無料化提携を締結し
ました。従来からの全
国信用金庫間ＡＴＭ
無料提携「しんきんゼ
ロネットサービス」に
加え、本提携により、
更なるお客様の利便
性向上を図ることが
できました。
【対象となるＡＴＭ（２０１９年８月末現在）】
当金庫２８箇所３９台北海道銀行４３６箇所７０９台
(他行幹事共同ＡＴＭ及びコンビニＡＴＭを除く)

110円220円8：00～21：00土・日・祝日

110円220円18：00～21：00

無  料110円8：45～18：00平　日

取扱時間 提携前 提携後

110円220円8：00～  8：45

【お引き出し時の手数料について(２０１９年１０月１日現在)】
●当金庫のお客様が北海道銀行のATMを利用した場合

110円220円9：00～19：00土・日・祝日

110円220円18：00～20：00

無  料110円8：45～18：00平　日

取扱時間 提携前 提携後

110円220円8：00～  8：45

●北海道銀行のお客様が当金庫のATMを利用した場合

遠軽信用金庫広報誌

発行：遠軽信用金庫　TEL（0158）42-2141 ホームページ http://www.shinkin.co.jp/engaru/　2019年11月28日発行
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生きた昆虫たちを間近に観察できる展示
　エントランスホールには、さまざまな生きたカブトムシやクワガタなどの
昆虫たちが展示されています。ヘラクレスオオカブトやニジイロクワガタ
などの図鑑でしか見た事のない海外の昆虫は子供たちに大人気。また、昆
虫好きで知られる俳優の哀川翔さんが提供した虫たちが飼育されている
コーナー「アニキの森」も見どころ。施設内で飼育と繁殖のノウハウがしっ
かりと確立しているからこそ、一年通して昆虫たちの元気な姿を見ること
ができるのです。

えんしんの営業エリアにある名所・観光スポットをご紹介！

さまざまな昆虫が展示され南国の蝶が舞う、大人から子供まで楽しめる人気のスポット
●丸瀬布昆虫生態館

1

遠軽町丸瀬布の大自然に囲まれた「森林公園いこいの森」に隣接する施設「昆虫生態館」は、
季節を問わず生きた昆虫を生態展示している虫の博物館です。
丸瀬布に生息する昆虫をはじめ、カブトムシやクワガタなど人気の昆虫の展示や１年を通して南国の蝶が飛び交う温室「蝶の広場」、
カブトムシと触れ合えるコーナーや工作体験コーナーなど、昆虫を中心としたさまざまな体験が楽しめます。

14 214

美しい蝶が飛び交う熱帯の広場
　一年中温室の中を蝶が飛ぶ「蝶の広場」。150㎡の広さの温室に熱帯の
環境が再現され、オオゴマダラをはじめとした美しい蝶が舞う姿はもちろん、
木の枝に擬態したナナフシが潜んでいるなど発見も楽しいコーナーです。
卵から幼虫、サナギ、蝶へと変化していくそれぞれの状態を観察できるの
で、地域の小学校の課外授業などにも利用されます。鑑賞するなら蝶が活
発に飛び回る午前中がおすすめ。

自然に囲まれた丸瀬布ならではの展示
　丸瀬布の自然環境を再現した展示コーナー「生態展示室」では、昆虫や水
辺の生き物をできるだけ自然に近い姿で見ることができます。オショロコマ
やサンショウウオ、ゲンゴロウ、ザリガニなど、自然豊かな丸瀬布に生息する
バラエティに富んだ生き物たちの展示は家族そろって楽しめます。

多彩な昆虫たちが
生息する丸瀬布
　地域のシンボルとなっ
ているのは、丸瀬布に生息
する人気の蝶「オオイチモ
ンジ」。昭和35年頃に地
元の定時制高校の教師が
地域の昆虫の生態を調査したところ、このオオイチモンジ
をはじめとした多くの昆虫が生息していることがわかり、
全国的にも有名な昆虫採集スポットとして丸瀬布の名が
知られました。
　昭和60年頃には、町民有志18名で結成された「昆虫
同好会」によって、昆虫・水生動物の保護・繁殖を目的とし
た「昆虫の家」が誕生。多くの昆虫ファンが訪れました。そ
の後、平成9年に現在の施設に生まれ変わり、通年営業で
生きた昆虫たちの展示を楽しめるようになりました。

住所／紋別郡遠軽町丸瀬布上武利６８番地
電話／０１５８－４７－３９２７
時間／９時～１７時（冬期１０時～１６時）
休館／毎週火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始・ゴールデンウィーク・夏休みは無休
料金／一般４００円、高校生以下１５０円、幼児無料、３０名以上団体割引（２割引）
交通／ＪＲ丸瀬布駅より車で１５分
ＵＲＬ／http://engaru.jp/̃insect/

世界最大のカブトムシ「ヘラクレス」世界最大のカブトムシ「ヘラクレス」 「オオゴマダラ」のサナギ「オオゴマダラ」のサナギ



ENSHIN Connection
えんしんとお付き合いの深い企業様をご紹介いたします。えんしんのわえんしんのわ

　先ほども申し上げた旧森林組合の工場を昭和55年に引き継いで、57
年には第二工場、平成15年に第三工場、平成20年に第四工場と、この
半世紀で次々と工場を増設してきました。取引当時と違い、今ではメー
カーから各部品のサイズに合わせた梱包材が欲しいといった要望もあり、
当社でサイズを合わせて作るための寸法の種類が100種類以上にも
なっています。各部品に合わせるので、次から次へと多くの種類の梱包材
を作るために小さい工場をたくさん持つことで細かく対応できるのです。
　木材は、基本的に山で原木を切る段階で、製品に合った長さに切っても

らい、その長さも10種類
以上のものが運ばれてき
ます。製材工場のラインは
3から4工程に分かれてい
ますが、作業も寸法出しも
機械でオートメーション化
しています。
　現在の従業員は50名ほ
どおり、ひとつの工場に10
人前後が働いています。以
前は若い方も多く採用して

いたんですが、ここ最近は少子化もあり、人材確保に苦労していま
すね。3年位前から外国人研修生を受け入れて、今年も中国人の方
が4人入ってきていますね。日本
語を話せない状態でやってきます
が、3年を経て教える我々も慣れ
てきたので、いまは身振り手振り
でなんとか仕事を教えてコミュニ
ケーションをとっています。

 
培ったプールづくりの実績とノウハウで
あらゆる水施設のニーズに応える

二坂会長は「ニサカのプールや水施設の事業を通して、
地域の健康維持や予防医学へも貢献したい」と語っていました。

プール販売から施設運営まで
幅広くサポート

現場を理解し
求められるニーズを見極める

創業から半世紀にわたって

水事業に携わってきた

株式会社 ニサカ。

道内各地のプール本体の

建設･施工はもちろん、

管理から運営までハード･ソフトの両面を

幅広く手掛けるニサカの

二坂会長にお話を伺いました。

取締役会長  二坂　肇 さん

43 14 14

株式会社 湧別林産株式会社 ニサカ

株式会社 湧別林産
製材業

紋別郡湧別町字東37番地2  
TEL:01586-5-3621  FAX:01586-5-3298

株式会社 ニサカ
プールのトータルプランナー(プールの設計から施工、コンサルティング、体育施設･運営管理)

旭川市８条９丁目左６号  TEL:0166-22-2000  FAX:0166-29-2500
  【ホームページ】http://www.nisaka.co.jp/

自動車部品の梱包材を作り
日本の車産業を陰から支える立役者

目指すのは「切ったら植える」を繰り返す循環型の山林経営だと語る脇坂専務。
地域の発展に貢献したいという熱い想いが伝わりました。

　昭和54年に旧湧別町森林組合が倒産しまして、私を含めたそのときの
従業員たちと共に、この地域の山の資源を使っていくことで湧別地区を発
展させていかなければという決意で設立したのが当社です。木材というと
建築材を多くイメージするかもしれ
ませんが、当社では車の梱包材を主
に取り扱っております。創業当時、日
本の自動車産業が海外の工場での
車の組み立てに必要な部品を送る
のに、安くて強度のある素材を求め
ていたんです。そこで活躍したのが
カラマツの木材でした。以前は炭鉱
で使われていたカラマツは、強度が
ある木材で、20～30年で伐採して
いくので多く植えられていたのです
が、炭鉱が閉鎖されたことによって使い道がなくなっていたんです。強度

もあって量もあるので安くできると
いうことで、大手自動車メーカーに大
量に納めることができました。当時は
建築材の需要がどんどん落ち込んで
いった時期で、木材の町である遠軽
の木材産業が厳しい状況でしたが、そ
のおかげでなんとか当社は生き残る
ことができました。

自動車製造に
なくてはならない梱包材を販売

　プール本体や濾過機、さらにレジャー施設のプールなどにはウォーター
スライダーや造波装置といった遊具を提供するなど、取り扱う商品はどん
どん増えていきました。また、以前スイミングスクールを経営していたこ
ともあり、プール施設のインストラクターの教育育成も行っていたことも
ありました。こうしてハードを売るだけでなく、管理やメンテナンス、運営
と、ソフト面で必ず絡んで幅広く関わっていくことを重要視しております。
それに私が社長の時代には、自ら現場を見て従業員たちと共に仕事をし
ていました。従業員とのコミュニケーションを忘れずに、現場の仕事をしっ
かり理解することも会社の成長に繋がると考えています。

創業から変わらぬ
えんしんへの信頼
　遠軽信金さんとは、旭川支店開設時からのお付き合いです。信金さん
のイメージとしては、総代会や催しなどを行うにしても「おもてなし」の精
神がしっかりしていて、対応も細やかで丁寧だということですね。融資の
際も、会社にとって本当に良い投資であるかを見極めて判断してくれると
ころにとても信頼を置いております。

　遠軽町や北見市をはじめ、道内の学校プールや公共温水プールの企画
から施工、また有名レジャー施設のプール遊具などを幅広く手掛けており
ます。プール本体の販売だけでなく、施設における運営管理、清掃、警備、
インストラクターといったハードとソフトの両面にも関わることで、幅広い
サポート環境が実現できるのが当社の強み。
　昭和34年に旭川環境衛生事業部を設立したのが始まりで、ビルメンテ
ナンスや設備の仕事をこなすことで経験とノウハウを培い、その後に株式
会社ニサカと環境衛生工業株式会社とで別会社となり、ソフト面に関して
は環境衛生工業株式会社へ外注するという形になりました。
 また、安心・安全なシステムをご提案するのも我々の役割です。たとえば
プールの生命線である「水質」。ひと昔前の学校プールなどは、水を溜めた
ら始めは冷たくて泳げないですし、一週間もたてば今度は汚れて藻が発生
して、また水を張り替えなければなりません。それで水の入替のない循環
浄化装置を設置いたしました。
 先代の社長が、これからのプールには高性能な循環濾過機が必要になる
と大手メーカーと代理店契約を結んで、道内の多くの学校に販売するよう

になりました。それが、ちょうど文部省に
よって学校プールの推奨で補助金を出し
た時期と重なったのが幸いして、当社の
発展に繋がったのです。

4つの工場で
さまざまな種類の商品を製造

　工場の増設にあたって、設備投資1回につき1億円から2億円の資金が
必要となるので、遠軽信金さんにはその都度お世話になっております。
　一度倒産を経験しているので基本的には無借金経営を信条としており
ますが、今年3月に第一工場で機械の総入れ替えを行って、そのときにも
お世話になりました。私共にとっては設備投資は必要なことですので、とて
もありがたい存在です。

工場経営は
設備投資が必須

取締役専務  脇坂　敏夫 さん

大手メーカーの

自動車部品の梱包材を主とした

木製品製造業を営む

「株式会社 湧別林産」。

4つの工場で多種多様な

サイズに対応した

製品で車産業に貢献する会社の

脇坂専務にお話を伺いました。

プールにとって重要なのは水質の保持。最先端の高性能濾過システムで安心安全な環境を
提供している

旭山動物園のほっきょくぐま館の給排水衛生設備、
濾過システムなどもニサカが手掛けている

自動車の梱包材となる製材は、サイズの
違うさまざまな種類が用意される

 ひとつの原木を切り分け、一つのラインで効率よく
 さまざまな製材へと作り分けている

工場の敷地内にある休憩室。50人もの
社員を抱えている工場ということもあり、
まるで食堂のように広々としている

 1日にトラック10台分もの原木が4つの工場へ
 と振り分けられる
 写真は平成20年に建てられた第四工場

学校プールや地域の公共プール、レジャープールなど、
さまざまな水施設をトータルにサポートする

原木を製材したすべての木材は防カビ
剤の処理を施したのちに道外のメー
カーへと納品される



ENSHIN Connection
えんしんとお付き合いの深い企業様をご紹介いたします。えんしんのわえんしんのわ

　先ほども申し上げた旧森林組合の工場を昭和55年に引き継いで、57
年には第二工場、平成15年に第三工場、平成20年に第四工場と、この
半世紀で次々と工場を増設してきました。取引当時と違い、今ではメー
カーから各部品のサイズに合わせた梱包材が欲しいといった要望もあり、
当社でサイズを合わせて作るための寸法の種類が100種類以上にも
なっています。各部品に合わせるので、次から次へと多くの種類の梱包材
を作るために小さい工場をたくさん持つことで細かく対応できるのです。
　木材は、基本的に山で原木を切る段階で、製品に合った長さに切っても

らい、その長さも10種類
以上のものが運ばれてき
ます。製材工場のラインは
3から4工程に分かれてい
ますが、作業も寸法出しも
機械でオートメーション化
しています。
　現在の従業員は50名ほ
どおり、ひとつの工場に10
人前後が働いています。以
前は若い方も多く採用して

いたんですが、ここ最近は少子化もあり、人材確保に苦労していま
すね。3年位前から外国人研修生を受け入れて、今年も中国人の方
が4人入ってきていますね。日本
語を話せない状態でやってきます
が、3年を経て教える我々も慣れ
てきたので、いまは身振り手振り
でなんとか仕事を教えてコミュニ
ケーションをとっています。

 
培ったプールづくりの実績とノウハウで
あらゆる水施設のニーズに応える

二坂会長は「ニサカのプールや水施設の事業を通して、
地域の健康維持や予防医学へも貢献したい」と語っていました。

プール販売から施設運営まで
幅広くサポート

現場を理解し
求められるニーズを見極める

創業から半世紀にわたって

水事業に携わってきた

株式会社 ニサカ。

道内各地のプール本体の

建設･施工はもちろん、

管理から運営までハード･ソフトの両面を

幅広く手掛けるニサカの

二坂会長にお話を伺いました。

取締役会長  二坂　肇 さん
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株式会社 湧別林産株式会社 ニサカ

株式会社 湧別林産
製材業

紋別郡湧別町字東37番地2  
TEL:01586-5-3621  FAX:01586-5-3298

株式会社 ニサカ
プールのトータルプランナー(プールの設計から施工、コンサルティング、体育施設･運営管理)

旭川市８条９丁目左６号  TEL:0166-22-2000  FAX:0166-29-2500
  【ホームページ】http://www.nisaka.co.jp/

自動車部品の梱包材を作り
日本の車産業を陰から支える立役者

目指すのは「切ったら植える」を繰り返す循環型の山林経営だと語る脇坂専務。
地域の発展に貢献したいという熱い想いが伝わりました。

　昭和54年に旧湧別町森林組合が倒産しまして、私を含めたそのときの
従業員たちと共に、この地域の山の資源を使っていくことで湧別地区を発
展させていかなければという決意で設立したのが当社です。木材というと
建築材を多くイメージするかもしれ
ませんが、当社では車の梱包材を主
に取り扱っております。創業当時、日
本の自動車産業が海外の工場での
車の組み立てに必要な部品を送る
のに、安くて強度のある素材を求め
ていたんです。そこで活躍したのが
カラマツの木材でした。以前は炭鉱
で使われていたカラマツは、強度が
ある木材で、20～30年で伐採して
いくので多く植えられていたのです
が、炭鉱が閉鎖されたことによって使い道がなくなっていたんです。強度

もあって量もあるので安くできると
いうことで、大手自動車メーカーに大
量に納めることができました。当時は
建築材の需要がどんどん落ち込んで
いった時期で、木材の町である遠軽
の木材産業が厳しい状況でしたが、そ
のおかげでなんとか当社は生き残る
ことができました。

自動車製造に
なくてはならない梱包材を販売

　プール本体や濾過機、さらにレジャー施設のプールなどにはウォーター
スライダーや造波装置といった遊具を提供するなど、取り扱う商品はどん
どん増えていきました。また、以前スイミングスクールを経営していたこ
ともあり、プール施設のインストラクターの教育育成も行っていたことも
ありました。こうしてハードを売るだけでなく、管理やメンテナンス、運営
と、ソフト面で必ず絡んで幅広く関わっていくことを重要視しております。
それに私が社長の時代には、自ら現場を見て従業員たちと共に仕事をし
ていました。従業員とのコミュニケーションを忘れずに、現場の仕事をしっ
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創業から変わらぬ
えんしんへの信頼
　遠軽信金さんとは、旭川支店開設時からのお付き合いです。信金さん
のイメージとしては、総代会や催しなどを行うにしても「おもてなし」の精
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インストラクターといったハードとソフトの両面にも関わることで、幅広い
サポート環境が実現できるのが当社の強み。
　昭和34年に旭川環境衛生事業部を設立したのが始まりで、ビルメンテ
ナンスや設備の仕事をこなすことで経験とノウハウを培い、その後に株式
会社ニサカと環境衛生工業株式会社とで別会社となり、ソフト面に関して
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 先代の社長が、これからのプールには高性能な循環濾過機が必要になる
と大手メーカーと代理店契約を結んで、道内の多くの学校に販売するよう

になりました。それが、ちょうど文部省に
よって学校プールの推奨で補助金を出し
た時期と重なったのが幸いして、当社の
発展に繋がったのです。

4つの工場で
さまざまな種類の商品を製造
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ますが、今年3月に第一工場で機械の総入れ替えを行って、そのときにも
お世話になりました。私共にとっては設備投資は必要なことですので、とて
もありがたい存在です。

工場経営は
設備投資が必須
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プールにとって重要なのは水質の保持。最先端の高性能濾過システムで安心安全な環境を
提供している

旭山動物園のほっきょくぐま館の給排水衛生設備、
濾過システムなどもニサカが手掛けている

自動車の梱包材となる製材は、サイズの
違うさまざまな種類が用意される

 ひとつの原木を切り分け、一つのラインで効率よく
 さまざまな製材へと作り分けている

工場の敷地内にある休憩室。50人もの
社員を抱えている工場ということもあり、
まるで食堂のように広々としている

 1日にトラック10台分もの原木が4つの工場へ
 と振り分けられる
 写真は平成20年に建てられた第四工場

学校プールや地域の公共プール、レジャープールなど、
さまざまな水施設をトータルにサポートする

原木を製材したすべての木材は防カビ
剤の処理を施したのちに道外のメー
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Branch Introduction
えんしんの各営業地域で活躍する職員を紹介いたします。あなたの街のえんしんからあなたの街のえんしんから
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大好きなハムスターの「ポポ」

　鵜飼さんは、入庫間もない新入職員でありま
すが、素直な性格から先輩職員に可愛がられ
日々成長しております。また、新入職員は多少
なりともミスをしてしまうものですが、慎重さを
兼ねた仕事振りでほとんどミスなく業務を行っ
ています。現在の職務は本出納業務を担当して
おりますが、既にベテラン職員の落ち着きや頼
もしさも感じており、これからも毎日の努力を
惜しまず全店一のテラーを目指し頑張ってほし
いと強く願っております。

旭川支店 （旭川市）

窓口担当

鵜飼　優希

旭川支店　支店長　 佐藤　充男

Comment

えんしん吹奏楽部で「ドラム担当」

　奥山さんは、本店の電話交換とお客様が信
用金庫の会員となっていただく際に必要な出
資金の事務取扱を担当しております。入庫６か
月が経過し入庫当初の電話応対時のぎこちな
さも薄れ、現在では先輩職員と遜色のないほ
どまで成長し、普段の仕事振りも落ち着いてお
り安定しております。また、遠軽町内と当金庫の
吹奏楽部に所属しドラム担当として力を発揮す
るなど、仕事面とプライベートにおいても更な
る活躍を期待しております。

経営管理グループ （遠軽町）

　経営管理グループ（総務管財部門）の
配属となり６か月が過ぎましたが、本部
業務は営業店業務とは違う仕事内容や
環境で戸惑うことが沢山あり、毎日の仕
事の中で頭が追いつかず挫折しそうに
なることもありました。しかし、いつも気
にかけてくださる職場の方々やアドバイ
スをくださる先輩のおかげで、職場の雰
囲気や環境にも慣れ前向きな気持ちが
持てるようになりました。仕事を進める
中でわからないことを上司の方や先輩
に聞く場面が多々ありますが、入庫当時
より自分で考えて仕事を進められるよう
になってきたと思います。当金庫の部活
動では吹奏楽部に所属し、小学生の頃か
ら培ったドラムパートの経験を活かして、
毎年開催される信用金庫野球大会でド
ラム演奏をさせていただきました。また、
えんしん職員として地域行事へ積極的
に参加することは、様々な方との交流を
深め自分の視野や知見を広げる大きな
機会となり、また、人として成長する機会
でもあります。今後も地域に貢献できる
「えんしん職員」となれるよう頑張ります。

総務管財部門

奥山　風夏

経営管理グループ　
総務管財部門統括役　 大柿　知也

Comment

韓国民族衣装「チマチョゴリ」で記念撮影

　入庫して半年が経過し、当初は苦手としてい
た電話応対も徐々に上達しており、また一通り
のテラー業務も覚え日々努力している姿を見
て頼もしく感じています。学生時代のアルバイ
トやボランティア活動等で培った、幅広い年代
のお客様とも打ち解けて会話ができることが
彼女の強みであります。お客様からいただく言
葉の一つひとつが、自分自身のスキルとなるの
で「初心忘るべからず」で前向きな努力を続け
てほしいと願っております。

新町支店 （旭川市）

　学生時代から希望していた遠軽信
用金庫に入庫してから６か月が経過し
ましたが、金融業務に携わることがで
きた喜びを感じる反面、金融業務の
難しさを日々感じております。現在で
は、職場の雰囲気や一日の仕事の流
れにも慣れ、以前と比べ自分の携わっ
ている事務処理の内容も理解できる
ようになりました。入庫当初は電話応
対も緊張しすぎてお客様の用件を上
手に聞き取ることができませんでし
たが多くの電話応対を経験すること
で、ぎこちなさもなくなりしっかりと
用件を聞き取れるようになりました。
　窓口業務で嬉しい瞬間は、お客様
から「頑張ってるね」「ありがとう」と
声を掛けられた時で、そのような時に
「お客様の役に立てたんだ」と実感し
ます。今後は、冷静で正確な事務処理
と金融業務に必要な知識を蓄えるよ
う日々努力を重ね、お客様に名前を
覚えられ信頼されるテラーを目指し、
社会人として責任感のある職員にな
るよう頑張ります。

窓口担当

山本　絢香

新町支店　支店長　 村中　浩二

Comment

毎日癒しをくれる小鳥の「ちょこ」

　天池さんは、本年４月から当支店に配属と
なった新入職員であります。笑顔が素晴らしく、
何事にも一生懸命取り組んでいます。現在は、
仕事を覚えることが多く大変な時期でもありま
すが、お客様からの温かい励ましの言葉に後押
しを受け頑張っております。また、これからの時
代を担う若手職員として、各種検定試験にも積
極的に挑戦しております。
　今後も持ち前の笑顔で、お客様の立場で親
身な応対ができる職員になってほしいと願って
います。

北見支店 （北見市）

　入庫してからの６か月間を振り返ると、
はじめの頃は自分が担当している仕事
の内容を理解できず、自信が持てない
まま窓口業務を続けておりましたが、
徐々に業務に慣れ、事務手続きを一人
で進められるようになると今度は「この
事務手続きは形式的に合ってはいても、
事務処理の進め方として正しいのか」と
考えるようになり、不安が募ることが
多々あったことを覚えております。この
不安を取り除いてくれたのは同僚の先
輩方でした。私が仕事の内容を理解で
きるまで指導いただいたおかげで、今
では自分一人で進められる仕事の量が
徐々に増え、自信を持ってお客様応対も
できるようになりました。来店されるお
客様は、笑顔で「ありがとう」と声を掛け
てくださる方が多く、「こんなに毎日、や
りがいを感じられる仕事があるんだ」と
前向きになれます。お客様の広く優しい
心に応えるために入庫６か月で経験し
た嬉しいことや悔しい思いを活かして、
お客様から信頼されるテラーを目指し
今以上に成長していきます。

窓口担当

天池　ひかり

北見支店　支店長　 千葉　孝博

Comment

大阪道頓堀「グリコ」の前で

本店営業部 （遠軽町）

　本店営業部の当座預金と別段預金
を担当して６か月が経ちました。入庫
当初は自分が今どのような仕事をして
いるのかを理解できず業務を進める
ことで精一杯でした。先輩方は忙しい
中でも丁寧に私の質問に答えてくだ
さり、また、お客様との対応で困ってい
る時やミスの繰り返しで落ち込んでい
る時にも、先輩方に支えていただいた
おかげで、少しずつではありますが仕
事の仕組みや流れを理解して業務を
進められるようになりました。また、お
客様から「ありがとう」とお礼の言葉を
いただいた時は、人に感謝される仕事
にやりがいを感じた瞬間であり、私も
一層感謝されるスキルを身に付けて、
先輩方のような目標とされる窓口担
当者になりたいと思いました。
　生まれ育った遠軽町で仕事ができ
ることに喜びを感じており、遠軽信金
の職員としてボランティア活動等に積
極的に参加し、地域の方々と交流を図
ることで、地域貢献に取り組んでいき
たいと思います。

預金担当

森谷　百花

Comment

道の駅「オホーツク紋別」巨大カニ爪にて

　若井君の努力は如実に数字に表れ、定期性
預金増強運動においては、我々の期待を大き
く上回る実績を上げました。大学時代に大手
衣料品店でアルバイトした経験から、物怖じし
ない行動力と親しみをもってお客様と接する
人間性が高く評価されたものと思います。こ
れからは、行動の「量」とコミュニケーションの
「質」を高め、えんしんのトップセールスマンを
目指し、焦らず一歩一歩階段を登ってほしいと
願っております。

紋別支店 （紋別市）

　入庫して２か月間は上司や先輩に同
行していただきながら、訪問時のマ
ナーや推進方法などの基礎を学びま
した。初めの頃は、お客様と面談しても
話題性に乏しく苦労の連続で緊張と
不安がありましたが、訪問を重ねるこ
とでお客様の家族構成や趣味、取引の
経緯などを意識して会話ができるよう
になり、お客様との距離を縮めること
ができました。定期性預金増強運動で
は、取引のない多くのお客様から定期
預金を預けていただけることができま
した。お客様から、「あなただから預け
てみようと思った」と言葉をいただけ
たことで、仕事のやりがいと自信を持
つことができるようになり、上司からは
「恐れない心」を持っていると言ってい
ただきました。今後、様々な難題や壁
に直面した時には、この恐れない強い
心で立ち向かい、多くのお客様から遠
軽信用金庫と取引していただけるよう
精一杯営業活動に励んでいきます。

営業担当

若井　翼

紋別支店　支店長　　森　範雄

Comment

　森谷さんは、今春入庫したばかりの新入職員
ですが、学生時代に所属していたバレーボール
部で培った根性と持ち前の明るさで、現在の窓
口後方業務習得に前向きに取り組み、一日も早
く窓口でお客様の受付ができるよう、先輩達か
らの指導のもと日々頑張っています。この先、失
敗することは多いと思いますが、その失敗を成
長するための力に変えて、お客様から信頼され
明るく親切な窓口担当者に成長してほしいと期
待しているところです。

　私は今年の４月１日に入庫し、旭川
支店でテラー職員として勤務しており
ます。入庫当初は右も左も分からず、
自分にこの仕事が本当に出来るのか
不安でした。窓口応対ではあまり自信
が持てず、お客様を混乱させてしまう
ことが多々ありましたが、その度に先
輩方が駆けつけてくださり、毎日のよ
うに助けていただきました。半年が経
過した今では、職場の雰囲気にも慣れ、
窓口応対も少しずつ自信を持って行
えるようになりました。お客様に「あり
がとう」などの言葉をかけていただく
機会も増え、仕事をするうえでとても
励みになっております。担当業務も本
出納担当になり、あと２か月で別の担
当になるため、今の担当業務を精一杯
頑張りたいと思います。これからもお
客様の役に立てるよう、明るく元気で
信頼されるテラーを目指す努力を重
ね、さらなる成長ができるよう頑張り
ますので、ご指導よろしくお願いいた
します。

本店営業部　部長　 佐藤　祥晶



Branch Introduction
えんしんの各営業地域で活躍する職員を紹介いたします。あなたの街のえんしんからあなたの街のえんしんから
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大好きなハムスターの「ポポ」

　鵜飼さんは、入庫間もない新入職員でありま
すが、素直な性格から先輩職員に可愛がられ
日々成長しております。また、新入職員は多少
なりともミスをしてしまうものですが、慎重さを
兼ねた仕事振りでほとんどミスなく業務を行っ
ています。現在の職務は本出納業務を担当して
おりますが、既にベテラン職員の落ち着きや頼
もしさも感じており、これからも毎日の努力を
惜しまず全店一のテラーを目指し頑張ってほし
いと強く願っております。

旭川支店 （旭川市）

窓口担当

鵜飼　優希

旭川支店　支店長　 佐藤　充男

Comment

えんしん吹奏楽部で「ドラム担当」

　奥山さんは、本店の電話交換とお客様が信
用金庫の会員となっていただく際に必要な出
資金の事務取扱を担当しております。入庫６か
月が経過し入庫当初の電話応対時のぎこちな
さも薄れ、現在では先輩職員と遜色のないほ
どまで成長し、普段の仕事振りも落ち着いてお
り安定しております。また、遠軽町内と当金庫の
吹奏楽部に所属しドラム担当として力を発揮す
るなど、仕事面とプライベートにおいても更な
る活躍を期待しております。

経営管理グループ （遠軽町）

　経営管理グループ（総務管財部門）の
配属となり６か月が過ぎましたが、本部
業務は営業店業務とは違う仕事内容や
環境で戸惑うことが沢山あり、毎日の仕
事の中で頭が追いつかず挫折しそうに
なることもありました。しかし、いつも気
にかけてくださる職場の方々やアドバイ
スをくださる先輩のおかげで、職場の雰
囲気や環境にも慣れ前向きな気持ちが
持てるようになりました。仕事を進める
中でわからないことを上司の方や先輩
に聞く場面が多々ありますが、入庫当時
より自分で考えて仕事を進められるよう
になってきたと思います。当金庫の部活
動では吹奏楽部に所属し、小学生の頃か
ら培ったドラムパートの経験を活かして、
毎年開催される信用金庫野球大会でド
ラム演奏をさせていただきました。また、
えんしん職員として地域行事へ積極的
に参加することは、様々な方との交流を
深め自分の視野や知見を広げる大きな
機会となり、また、人として成長する機会
でもあります。今後も地域に貢献できる
「えんしん職員」となれるよう頑張ります。

総務管財部門

奥山　風夏

経営管理グループ　
総務管財部門統括役　 大柿　知也

Comment

韓国民族衣装「チマチョゴリ」で記念撮影

　入庫して半年が経過し、当初は苦手としてい
た電話応対も徐々に上達しており、また一通り
のテラー業務も覚え日々努力している姿を見
て頼もしく感じています。学生時代のアルバイ
トやボランティア活動等で培った、幅広い年代
のお客様とも打ち解けて会話ができることが
彼女の強みであります。お客様からいただく言
葉の一つひとつが、自分自身のスキルとなるの
で「初心忘るべからず」で前向きな努力を続け
てほしいと願っております。

新町支店 （旭川市）

　学生時代から希望していた遠軽信
用金庫に入庫してから６か月が経過し
ましたが、金融業務に携わることがで
きた喜びを感じる反面、金融業務の
難しさを日々感じております。現在で
は、職場の雰囲気や一日の仕事の流
れにも慣れ、以前と比べ自分の携わっ
ている事務処理の内容も理解できる
ようになりました。入庫当初は電話応
対も緊張しすぎてお客様の用件を上
手に聞き取ることができませんでし
たが多くの電話応対を経験すること
で、ぎこちなさもなくなりしっかりと
用件を聞き取れるようになりました。
　窓口業務で嬉しい瞬間は、お客様
から「頑張ってるね」「ありがとう」と
声を掛けられた時で、そのような時に
「お客様の役に立てたんだ」と実感し
ます。今後は、冷静で正確な事務処理
と金融業務に必要な知識を蓄えるよ
う日々努力を重ね、お客様に名前を
覚えられ信頼されるテラーを目指し、
社会人として責任感のある職員にな
るよう頑張ります。

窓口担当

山本　絢香

新町支店　支店長　 村中　浩二

Comment

毎日癒しをくれる小鳥の「ちょこ」

　天池さんは、本年４月から当支店に配属と
なった新入職員であります。笑顔が素晴らしく、
何事にも一生懸命取り組んでいます。現在は、
仕事を覚えることが多く大変な時期でもありま
すが、お客様からの温かい励ましの言葉に後押
しを受け頑張っております。また、これからの時
代を担う若手職員として、各種検定試験にも積
極的に挑戦しております。
　今後も持ち前の笑顔で、お客様の立場で親
身な応対ができる職員になってほしいと願って
います。

北見支店 （北見市）

　入庫してからの６か月間を振り返ると、
はじめの頃は自分が担当している仕事
の内容を理解できず、自信が持てない
まま窓口業務を続けておりましたが、
徐々に業務に慣れ、事務手続きを一人
で進められるようになると今度は「この
事務手続きは形式的に合ってはいても、
事務処理の進め方として正しいのか」と
考えるようになり、不安が募ることが
多々あったことを覚えております。この
不安を取り除いてくれたのは同僚の先
輩方でした。私が仕事の内容を理解で
きるまで指導いただいたおかげで、今
では自分一人で進められる仕事の量が
徐々に増え、自信を持ってお客様応対も
できるようになりました。来店されるお
客様は、笑顔で「ありがとう」と声を掛け
てくださる方が多く、「こんなに毎日、や
りがいを感じられる仕事があるんだ」と
前向きになれます。お客様の広く優しい
心に応えるために入庫６か月で経験し
た嬉しいことや悔しい思いを活かして、
お客様から信頼されるテラーを目指し
今以上に成長していきます。

窓口担当

天池　ひかり

北見支店　支店長　 千葉　孝博

Comment

大阪道頓堀「グリコ」の前で

本店営業部 （遠軽町）

　本店営業部の当座預金と別段預金
を担当して６か月が経ちました。入庫
当初は自分が今どのような仕事をして
いるのかを理解できず業務を進める
ことで精一杯でした。先輩方は忙しい
中でも丁寧に私の質問に答えてくだ
さり、また、お客様との対応で困ってい
る時やミスの繰り返しで落ち込んでい
る時にも、先輩方に支えていただいた
おかげで、少しずつではありますが仕
事の仕組みや流れを理解して業務を
進められるようになりました。また、お
客様から「ありがとう」とお礼の言葉を
いただいた時は、人に感謝される仕事
にやりがいを感じた瞬間であり、私も
一層感謝されるスキルを身に付けて、
先輩方のような目標とされる窓口担
当者になりたいと思いました。
　生まれ育った遠軽町で仕事ができ
ることに喜びを感じており、遠軽信金
の職員としてボランティア活動等に積
極的に参加し、地域の方々と交流を図
ることで、地域貢献に取り組んでいき
たいと思います。

預金担当

森谷　百花

Comment

道の駅「オホーツク紋別」巨大カニ爪にて

　若井君の努力は如実に数字に表れ、定期性
預金増強運動においては、我々の期待を大き
く上回る実績を上げました。大学時代に大手
衣料品店でアルバイトした経験から、物怖じし
ない行動力と親しみをもってお客様と接する
人間性が高く評価されたものと思います。こ
れからは、行動の「量」とコミュニケーションの
「質」を高め、えんしんのトップセールスマンを
目指し、焦らず一歩一歩階段を登ってほしいと
願っております。

紋別支店 （紋別市）

　入庫して２か月間は上司や先輩に同
行していただきながら、訪問時のマ
ナーや推進方法などの基礎を学びま
した。初めの頃は、お客様と面談しても
話題性に乏しく苦労の連続で緊張と
不安がありましたが、訪問を重ねるこ
とでお客様の家族構成や趣味、取引の
経緯などを意識して会話ができるよう
になり、お客様との距離を縮めること
ができました。定期性預金増強運動で
は、取引のない多くのお客様から定期
預金を預けていただけることができま
した。お客様から、「あなただから預け
てみようと思った」と言葉をいただけ
たことで、仕事のやりがいと自信を持
つことができるようになり、上司からは
「恐れない心」を持っていると言ってい
ただきました。今後、様々な難題や壁
に直面した時には、この恐れない強い
心で立ち向かい、多くのお客様から遠
軽信用金庫と取引していただけるよう
精一杯営業活動に励んでいきます。

営業担当

若井　翼

紋別支店　支店長　　森　範雄

Comment

　森谷さんは、今春入庫したばかりの新入職員
ですが、学生時代に所属していたバレーボール
部で培った根性と持ち前の明るさで、現在の窓
口後方業務習得に前向きに取り組み、一日も早
く窓口でお客様の受付ができるよう、先輩達か
らの指導のもと日々頑張っています。この先、失
敗することは多いと思いますが、その失敗を成
長するための力に変えて、お客様から信頼され
明るく親切な窓口担当者に成長してほしいと期
待しているところです。

　私は今年の４月１日に入庫し、旭川
支店でテラー職員として勤務しており
ます。入庫当初は右も左も分からず、
自分にこの仕事が本当に出来るのか
不安でした。窓口応対ではあまり自信
が持てず、お客様を混乱させてしまう
ことが多々ありましたが、その度に先
輩方が駆けつけてくださり、毎日のよ
うに助けていただきました。半年が経
過した今では、職場の雰囲気にも慣れ、
窓口応対も少しずつ自信を持って行
えるようになりました。お客様に「あり
がとう」などの言葉をかけていただく
機会も増え、仕事をするうえでとても
励みになっております。担当業務も本
出納担当になり、あと２か月で別の担
当になるため、今の担当業務を精一杯
頑張りたいと思います。これからもお
客様の役に立てるよう、明るく元気で
信頼されるテラーを目指す努力を重
ね、さらなる成長ができるよう頑張り
ますので、ご指導よろしくお願いいた
します。

本店営業部　部長　 佐藤　祥晶



　札幌パークホテルにおいて、「不動産賃貸業経営支援セミナー」を開催いたしました。
　このセミナーは、不動産賃貸業を営む経営者や後継者の方に、不動産市場の動向や相続税対策などについて学んでいただこうと、2011年度から毎年開
催しており、当金庫でお取り引きいただいているアパート経営者を中心に２３６名の方々にお集まりいただきました。
　講師には、株式会社 百戦錬磨の清水将行氏と税理士の為広章氏のお二人を迎え、第一部「空き家を活用した民泊事業の現状と今後について」（清水氏）、
第二部「実践 相続税対策」（為広氏）の二部構成で講演を行いました。
　参加されたお客様からは、「アパートの空室対策としての民泊への用途転
換する経営の仕方もあることを初めて知り、大変参考になりました」、「相続
税対策は身近な問題として大変参考になりました」等、たくさんのご意見を
いただきました。
＜遠軽地方物産、観光名所及び懇親会＞
　セミナー会場入口横に設置したサイドワゴンには、遠軽地方の観光名所のパ
ンフレットや物産品を展示して、来場されたお客様に当金庫の職員が遠軽地方
を紹介しました。
　また、セミナー終了後の懇親会では、セミナーに参加されたお客様同士の情
報交換が行われ、多くの交流を深めていただきました。

ENSHIN Participation event
遠軽信用金庫の行事・イベント

えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。
今回は、2019年度上期（2019年4月～2019年9月）の活動をご紹介いたします。

えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。
今回は、2019年度上期（2019年4月～2019年9月）の活動をご紹介いたします。

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催

上記商品については、ホームページでのお申し込みが可能です（2019年11月28日現在）。お申し込み後、仮審査を行い、ご融資が可能なお客様には、お取引店（ご希望店）
において正式な申込手続きを行っていただくこととなります。詳しくは、当金庫ホームページをご覧ください。

２４時間、
受付中当金庫ホームページで、消費者ローンをお申し込みいただけます。

えんしん
カーライフ
プラン
お車のご購入に

えんしん
リフォーム
プラン
ご自宅の
リフォームに

えんしん
カードローン
太陽
カードでお手軽に

えんしん
教育プラン

お子様の
教育資金に

2019

9/21（土）

【懸賞金内容】ドリーム大賞１００万円（１０万円×１０本連番）、１等賞１０万円、２等賞３万円、３等賞１万円、４等賞１，０００円
※当選金は、２０１９年９月３０日に当選者の預金口座にお振り込みしました。
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えんしんの取り組みえんしんの取り組み

第１２回夢付き定期預金《スーパードリーム》抽選会の開催2019

9/20（金）
　「夢付き定期預金《スーパードリー
ム》」の第１２回抽選会を当金庫旭川支
店で開催いたしました。
　今回は第１２回発売分（２０１８年１０月
１日～２０１９年３月３１日発売）の抽選と
いうことで、当金庫でお取り引きをいた
だいている７名のお客様にご協力をい
ただき、ドリーム大賞及び１等から４等の
当選番号を決定いたしました。

　なお、今回の抽選ではドリーム大賞の当選番号は４本（１０万円×１０本
連続×４組）となり４名のお客様が当選され、４名のお客様が最高懸賞金額
１００万円に当選されました。

秩父宮記念　第４４回富士登山駅伝競走大会応援事業への参加2019

8/3（土）～5（月）
　当金庫では、遠軽商工会議所が主催する陸上自衛隊遠軽駐屯地
存置事業の一環として開催された「第４４回富士登山駅伝競走大会
応援事業」へ３名の役職員を派遣しました。本大会は、全国から集結
した強豪選手が静岡県の御殿場市陸上競技場をスタート。駅伝競走
は、標高差３,199メートル、総延長４８キロメートルを４時間以内で
富士山頂を折り返して再び同競技場のゴールを目指す過酷なレー
ス。今大会で１５回目の出場となる遠軽陸上自衛隊駐屯地チームは、
１４０チーム中３位に入賞し銅メダルを獲得する優秀な成績を収め
ました。

遠軽神社秋季例大祭2019

9/18（水）
　当金庫では、遠軽神社におい
て執り行われた遠軽神社秋季例
大祭に新入職員を含めた若手職
員４名が神輿の担ぎ手として渡
御行列へ参列し、遠軽町の発展と
地域企業の繁栄を祈願し、朝から
夕方まで遠軽町内を巡行しました。
遠軽神社例大祭では、遠軽町の
郷土芸能である「えんがるがんぼ
う太鼓」の打ち手の皆さんが力強
く演奏されました。

　札幌市で開催された
「北海道マラソン２０１９」
に、２０１８年度に創部し
た当金庫のマラソン部か
ら、１６名のランナーが
４２．１９５キロを走る
フルマラソン、１２．１キロ
の「ファンラン」に参加し、
沿道から多くの声援を
受けながら、２万人を超
える参加者とともにゴー
ルを目指しました。

各地のお祭りやイベントへの参加、ボランティア活動等2019

4月～9月
2019

8/25（日） 北海道マラソン２０１９への参加

７月１３日（土）「第６８回遠軽がんぼう夏まつり千人踊り」 太陽の丘除草作業

　遠軽地区では、「太陽の丘えんがる公園虹のひろば
コスモス園」の草取りを行ったほか、「第６８回遠軽がん
ぼう夏まつり千人踊り」に踊り手として参加しました。
　他の地区でも、地元の「納涼盆踊り」への参加や、「北
見ぼんちまつり屯田大綱引き」(北見地区)、『道北地域
連携「駅マルシェ」』(旭川地区)、「オホーツク１００㌔マ
ラソン」(佐呂間地区)など、各地区で開催されるお祭り
やイベント等に参加し、地元の方々と交流を深めました。
　またこのほか、各店舗周辺に鉢花を設置する「花いっ
ぱい運動」や、各地域で行われる清掃活動に積極的に
参加するなど、環境美化運動にも積極的に取り組みま
した。

とよひら花ランド

えんしん
教育カード
ローン
お子様の
教育資金に

※店頭に「商品概要説明書」を用意しております。 
※詳しくは窓口へお問い合わせいただくか、当金庫ホームページをご覧ください。

当金庫中央支店（札幌市）2019年10月1日～2020年3月31日
お取扱期間 抽 選 日

抽選場所

2020年9月18日㈮



　札幌パークホテルにおいて、「不動産賃貸業経営支援セミナー」を開催いたしました。
　このセミナーは、不動産賃貸業を営む経営者や後継者の方に、不動産市場の動向や相続税対策などについて学んでいただこうと、2011年度から毎年開
催しており、当金庫でお取り引きいただいているアパート経営者を中心に２３６名の方々にお集まりいただきました。
　講師には、株式会社 百戦錬磨の清水将行氏と税理士の為広章氏のお二人を迎え、第一部「空き家を活用した民泊事業の現状と今後について」（清水氏）、
第二部「実践 相続税対策」（為広氏）の二部構成で講演を行いました。
　参加されたお客様からは、「アパートの空室対策としての民泊への用途転
換する経営の仕方もあることを初めて知り、大変参考になりました」、「相続
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ンフレットや物産品を展示して、来場されたお客様に当金庫の職員が遠軽地方
を紹介しました。
　また、セミナー終了後の懇親会では、セミナーに参加されたお客様同士の情
報交換が行われ、多くの交流を深めていただきました。

ENSHIN Participation event
遠軽信用金庫の行事・イベント

えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。
今回は、2019年度上期（2019年4月～2019年9月）の活動をご紹介いたします。

えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。
今回は、2019年度上期（2019年4月～2019年9月）の活動をご紹介いたします。

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催

上記商品については、ホームページでのお申し込みが可能です（2019年11月28日現在）。お申し込み後、仮審査を行い、ご融資が可能なお客様には、お取引店（ご希望店）
において正式な申込手続きを行っていただくこととなります。詳しくは、当金庫ホームページをご覧ください。

２４時間、
受付中当金庫ホームページで、消費者ローンをお申し込みいただけます。

えんしん
カーライフ
プラン
お車のご購入に

えんしん
リフォーム
プラン
ご自宅の
リフォームに

えんしん
カードローン
太陽
カードでお手軽に

えんしん
教育プラン

お子様の
教育資金に

2019

9/21（土）

【懸賞金内容】ドリーム大賞１００万円（１０万円×１０本連番）、１等賞１０万円、２等賞３万円、３等賞１万円、４等賞１，０００円
※当選金は、２０１９年９月３０日に当選者の預金口座にお振り込みしました。
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　なお、今回の抽選ではドリーム大賞の当選番号は４本（１０万円×１０本
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2019年度の業況（2019年９月末現在）についてお知らせいたします。 ※記載金額につきましては、単位未満を切り捨てて表示しております。
　また、パーセント表示につきましては、小数点以下３位を切り捨てし、小数点以下２位まで表示しております。

業況のお知らせ

　預金は、プレミアム付定期預金の推進などにより、
個人預金を中心に堅調に増加し、２０１９年９月末残
高は３，３０１億円（２０１８年９月末比７１億円増）とな
りました。
※預金には、定期積金及び譲渡性預金を含みます。

■預金

預金残高・貸出金残高1 自己資本比率・自己資本額3

（単位：億円）

3,301
71

3,230
60

3,169
100

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

残 高
前期比増減

　貸出金は、全般的に資金需要は低調でしたが、札
幌地区のアパートローン等積極的な推進活動を展
開し、２０１９年９月末残高は１，５９９億円（２０１８年９
月末比１８億円増）となりました。

　自己資本額は、利益の積み上げにより、２４２億円（２０１8年９月末比３億円増）となりました。
　自己資本比率は、１９．５４％（同０．１７ポイント上昇）となり、国内基準（４％）・国際基準（８％）とも大きく上回り、引き続き
健全経営を維持しております。

■貸出金 （単位：億円）

1,599
18

1,580
82

1,498
85

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

残 高
前期比増減

19.54
0.17

19.37
△1.29

20.66
△0.67

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

自己資本比率
前期比増減

242
3

239
4

235
7

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

自己資本額
前期比増減

■自己資本比率 （単位：％、ポイント） ■自己資本額 （単位：億円）

単位：億円
3,400

3,300

3,200

3,100

3,230

3,169

預　金

3,301

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

単位：億円
1,600

1,550

1,500

1,450

貸出金

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

1,580

1,498

1,599 単位：％
自己資本比率

単位：億円
250

240

230

220

239
235

自己資本額

242

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

金融再生法に基づく不良債権と保全の状況4

■不良債権額と保全の状況 （単位：億円、％）

　不良債権額は１２億円（２０１８年９月末比２．７億円増）となりました。
　総与信額に占める割合（不良債権比率）は０．７７％（同０．１７ポイント上昇）で、引き続き貸出資産の健全性を維持しました。
　また、保全率（不良債権の保全割合）は８９．４６％となり、不良債権への備えは万全となっております。

■不良債権比率 （単位：％、ポイント）
2019年9月末2018年9月末2017年9月末

不良債権比率
前期比増減

0.60
0.02

0.58
△0.81

0.77
0.17

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

不良債権額
前期比増減

9
0.8

8
△11

12
2.7

保　全　額 87 11
保　全　率 90.2588.60 89.46

単位：％
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

不良債権比率

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

単位：億円
15

10

5

不良債権額と保全の状況

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

0.60 開示残高
8 保全額

72

5 6

21

20

19

18

19.37

20.66

19.54

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
担保・保証等 貸倒引当金

危険債権 要管理債権

0.58

0.77

経常利益・当期純利益2

■当期純利益 （単位：億円）

　経常利益は、保有有価証券の売却による利益計上がありましたが、不良債権処理費用(個別貸倒引当金繰入額等)が
２０１８年９月期に比べ２．３億円増加したことにより３．３億円（２０１８年９月末比0.3億円減）となり、当期純利益は
１．１億円（2018年9月末比１．２億円減）となりました。

■経常利益 （単位：億円）
2019年9月末2018年9月末2017年9月末

経 常 利 益
前期比増減

3.3
△0.3

3.7
△0.9

4.7
3.4

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

当期純利益
前期比増減

1.1
△1.2

2.4
△0.9

3.3
2.9

単位：億円

5

3

4

2

1

3.7

4.7

経常利益

3.3

2019年9月末2018年9月末2017年9月末

単位：億円
4

3

2

1

2.4

3.3

当期純利益

1.1

2019年9月末2018年9月末2017年9月末
0

109 14 14

1

開示残高
12 保全額

11

11
7

0
3

開示残高
9 保全額

81

7 7

0 1

0
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C o n t e n t s

向陽園アート活動支援室ぴかり
　本誌の表紙を飾るのは、障がいのある方々に「毎日を楽しく面白く生活してもらう」ための生活支援を行ってい
る施設「向陽園」の入所者さんたちによる斬新でユニークなアート作品です。今回は、絵や縫物などのモノづくり全
般が大好きな津島涼一さんの作品『コックさん』。明るくカラフルなたくさんのコックさんたちが勢ぞろいしたとて
も楽しいイラストで、この「コックさん」は、オリジナルキャラとして津島さんの手掛けるさまざまな創作物に登場し
ます。ほかにもネコやダンプカー、北欧風の家など、お気に入りのモチーフを好んで登場させるそうなので他の作
品も気になるところ。創作はどれも丁寧に細かく作業する職人気質なので、ひとつの作品を完成させるのに１日や
２日では出来ないとのこと。施設内にある津島さんの作業机には、細かく切った紙や空き箱など、さまざまな作品
づくりの素材が並べられていました。

※各イベントの詳細な開催時期、場所等については、各町の観光協会等にご確認ください。

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会 遠軽町・湧別町
３月上旬
２月下旬

ＦＩＳファーイーストカップ 遠軽町
太陽の丘えんがる公園オープン 遠軽町

４月下旬
丸瀬布森林公園いこいの森開園式 遠軽町（丸瀬布）

５月上旬～６月中旬 チューリップフェア 湧別町

太陽の丘えんがる公園 芝ざくらライトアップ 遠軽町
５月中旬

芝ざくら鑑賞会 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地
２０20年9月までの 遠軽地方イベントカレンダー

６月上旬
まるせっぷ藤園ライトアップ鑑賞会 遠軽町（丸瀬布）
まるせっぷ藤まつり 遠軽町（丸瀬布）

７月中旬
遠軽がんぼう夏まつり（千人踊り） 遠軽町
いくたはらヤマベまつり 遠軽町（生田原）

８月中旬
ふるさと大好き盆踊り 遠軽町
アンジくんのふるさとまつり（花火大会）遠軽町（白滝）

６月下旬
ひらやま山開き 遠軽町（白滝）
サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 湧別町・佐呂間町他

湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり 湧別町

８月上旬
まるせっぷ観光まつり（花火大会） 遠軽町（丸瀬布）

８月下旬

7月下旬

9月下旬

屯田・七夕まつり（花火大会） 湧別町

コスモス開花宣言花火大会

８月中旬～９月下旬

えんがる物産まつり 遠軽町
かぼちゃまつり「シンデレラ夢」2020（花火大会）佐呂間町

湧別町産業まつり

太陽の丘コスモスフェスタ 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地

社会福祉法人 北光福祉会  障がい者支援施設　向陽園　所在地：紋別郡遠軽町生田原安国347番地2　TEL：0158-46-2525　FAX：0158-46-2277

高校生向け「財政・金融教室」の開催について

2020年度カレンダー

表紙を飾るのはポップでカラフルな色使いが特徴の津島涼一さんの作品

湧別町

５月上旬 五鹿山公園まつり 湧別町

9月中旬

サロマ大収穫祭 佐呂間町

遠軽町

　当金庫では、２０１０年から、国画会会員 瀬川明甫
（せがわ  あきお）氏の油絵による「遠軽地方の名所」
を題材としたカレンダーを作製しております。
　２０２０年カレンダーは、サロマ湖の「サロマ湖キム
アネップ崎 サンゴ草群落」を題材に取りあげ、９月中
旬から１０月中旬にかけて、サンゴ草が紅葉し湖面一
面に美しく赤い風景を描いたものとなっています。　 
　現在、当金庫本支店で無料配付中（※）ですので、
ぜひご愛用ください。
※当金庫本支店窓口での配付は、２０２０年１月中旬頃までを
予定しておりますが、各店、在庫が無くなり次第終了となりま
すのでご了承ください。

えんしんトピックス
地域のイベントや話題から、えんしんの 
最新情報まで、幅広くご紹介いたします。

　当金庫では、若い年齢の段階から国の財政の現状や課
題を正しく理解していただくための取り組みとして、北海
道財務局北見出張所主催、当金庫共催による「財政・金融
教室」を開催しました。遠軽高等学校の生徒２７名が参加
し「お金についての知識」を学び「国の財政シミュレーショ
ン」を行うことによって、「お金の流れや判断力の重要性」
(金融リテラシー)について理解を深め、将来に役立てる金
融や経済の基礎知識を身につけていただきました。

（株）北海道銀行との
ＡＴＭ手数料相互無料化提携契約
締結について
　当金庫は、２０１９年
９月２日から北海道
銀行との間において、
ＡＴＭ手数料の相互
無料化提携を締結し
ました。従来からの全
国信用金庫間ＡＴＭ
無料提携「しんきんゼ
ロネットサービス」に
加え、本提携により、
更なるお客様の利便
性向上を図ることが
できました。
【対象となるＡＴＭ（２０１９年８月末現在）】
当金庫２８箇所３９台北海道銀行４３６箇所７０９台
(他行幹事共同ＡＴＭ及びコンビニＡＴＭを除く)

110円220円8：00～21：00土・日・祝日

110円220円18：00～21：00

無  料110円8：45～18：00平　日

取扱時間 提携前 提携後

110円220円8：00～  8：45

【お引き出し時の手数料について(２０１９年１０月１日現在)】
●当金庫のお客様が北海道銀行のATMを利用した場合

110円220円9：00～19：00土・日・祝日

110円220円18：00～20：00

無  料110円8：45～18：00平　日

取扱時間 提携前 提携後

110円220円8：00～  8：45

●北海道銀行のお客様が当金庫のATMを利用した場合

遠軽信用金庫広報誌
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