
  地域のみなさまと共に

5

文化的・社会的貢献に関する事項について
当金庫では、地元の金融機関として、良質な金融サービスの提供だけでなく、地域の文化・

スポーツ活動・社会福祉の向上に貢献したいと考え、主催・協賛、後援などさまざまな形を通
じて、積極的な支援活動を展開しております。

信用金庫業界では、「信用金庫法」が昭和26年６月15日に公布・施行されたことにちなみ、６月15日を
「信用金庫の日」と定め、全国的なPR活動を展開しています。

毎年、信用金庫の全役職員が信用金庫の歴
史的意義と創業の理念に立ち返るとともに、
地域と共に歩む信用金庫を広くPRすることに
より、地域の皆様との結びつきをより強固な
ものとする日として全国的に展開しています。

当金庫では、PR活動として、全店店周一斉
清掃活動や献血活動を行いました。

平成29年度の文化的・社会的貢献活動

献血活動全店店周一斉清掃活動

元ソフトバンクホー
クスの柴原洋氏と高橋
秀聡氏を招き、親子で
楽しむスポーツ教室を
4月と10月に開催し
ました。

■親子で楽しむスポーツ教室開催
山口市にある野田学園

高校の合唱部の皆さんが
全国大会へ出場されるこ
とを記念し、当金庫から
寄付をさせていただきま
した。

■地元高校合唱部へ寄付

自作の「凧」を揚げる楽しさと面白さを味わい、
野外で遊ぶ機会と親子で
一緒に参加することによ
る親子のふれあいの機会
を作るこの大会に協賛
し、「萩山口しんきん凧
セット」を毎年寄贈して
います。

■第42回萩市子ども会 たこあげ大会協賛

山柴水明、歴史と自然のまち「萩」で、「維新
の風よもう一度」を
テーマに観光と体力
づくりを目的として
開催されるスポーツ
イベントに毎年、協
賛しています。

■第18回維新の里
萩城下町マラソン協賛　

金融業務や信用金庫の
役割等への理解を深めて
もらうことを目的に、就
職活動を控えた学生の方
を対象とした就業体験機
会の場を提供しています。

■インターンシップの実施
金融知識を身につけ

たり、将来の進路や働
くことの意味を考えて
もらうことを目的に、
中学生の職場体験学習
に協力しています。

■職場体験学習の実施
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仙崎の店舗や事業所を
イタリア化し、芸術の
まち仙崎として全国にア
ピールする市民主体のイ
ベントに参加しました。

（平成30年３月21日）

■仙崎のまちイタリア化計画
萩市の浜崎地区を会

場に、古い町並みや旧
家に代々伝わるおたか
らを楽しむイベントに
毎年参加しています。

（平成29年５月21日）

■第20回浜崎伝建おたから博物館

北浦地区の夏のイベ
ントの一つである
＜ヨイショコショ＞
踊りに参加しています。

（平成29年８月２日）

■萩夏まつり
山口祇園祭の中日に

山口市中心商店街で行
われる市民総踊りに参
加しています。

（平成29年７月24日）

■山口祇園祭 市民総踊り（MINAKOIのんた）

4月 16日

4月 23日
5月 14日
5月 17日

5月 21日
5月 28日
6月 3日
6月 4日
6月 8日

6月 10日
6月 14日
6月 15日
6月 17日
6月 23日
6月 25日
7月 23日
7月 24日
8月 2日
8月 5日
8月 6日
8月 8日

8月 12日
8月 12日
8月 13日
9月 3日

9月１日～29日

9月11日～15日

9月14・15・21日

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

「親子で楽しむスポーツ教室」  開催
（山口市スポーツの森）
第39回大内まつり　参加
九田川クリーン作戦　参加
第10回山口県しんきん合同ビジネスフェア 
2017　開催（海峡メッセ下関）
第20回浜崎伝建おたから博物館　参加　
良城橋河川敷花壇整備　参加
一の坂川ホタル祭り　参加
ふしの川あゆの日まつり　参加
うそ電話詐欺対策等の取組推進に対し山口
県警察より感謝状受領
宮野ホタルまつり　参加
信用金庫の日PR活動　献血活動実施
信用金庫の日PR活動　全店店周一斉清掃実施
第6回湯田温泉スリッパ卓球大会　参加
第99回通常総代会　開催
第14回大殿地区ソフトボール大会　参加
第24回日本海イカダ大会　参加
山口市・市民総踊り（MINAKOIのんた） 参加
萩夏祭り＜ヨイショコショ＞踊り　参加
大歳夏祭り　参加
山口七夕ちょうちんまつり　参加
山口市ふるさとまつり

「音楽と花火の夕べ」  参加
平川盆踊り大会　参加
小鯖夏まつり　参加
吉敷夏まつり　参加
一の坂川清掃活動　参加
山口高校ラグビー部1年生大会写真展　開催

（本店）
インターンシップ　実施

（山口大学・京都女子大学 学生5名）
職場体験学習　実施

（大殿中学校・鴻南中学校 生徒４名）

10月 2日

10月 14日
10月 15日

10月 18日
11月 5日
11月 6日

11月 8日
11月 12日
11月 12日
11月 12日
11月 12日
11月 14日
11月 17日

11月 19日
11月 23日
11月 27日

12月 11日
12月 13日
12月 20日

1月 9日

2月 11日
3月 1日

3月 14日
3月 21日

●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●

●
●

野田学園高等学校合唱部全国大会出場のお
祝い金贈呈
愛情防府フリーマーケット　参加

「親子で楽しむスポーツ教室」  開催
（山口県きらら博記念公園)
防犯訓練（振り込め詐欺対応）の実施（本店）
良城橋河川敷花壇整備　参加
詐欺未然防止に対し山口県警察よりの感謝
状受理（本店職員）
総代懇親会（萩・長門地区）  開催
第24回大殿ふるさとまつり　参加
大歳まつり　参加
第42回吉敷ふるさとまつり　参加
金谷天神祭　参加
総代懇親会(山口地区）  開催

「うそ電話詐欺」の未然防止対応により山口
警察署長より感謝状受領
平川まつり　参加
中市商店街恵比寿祭り　参加
山口高校ラグビー部 全国高校ラグビー選
手権大会山口県予選の写真展　開催

（本店 12月29日まで）
第18回維新の里萩城下町マラソン　協賛
献血活動実施（本店）
山口県より「あいサポート企業・団体」と
しての認定を受ける

山口高校ラグビー部 全国高校ラグビー選
手権大会写真展開催（本店 1月29日まで）
第42回萩市子ども会たこあげ大会 協賛
第3回「子育て応援定期預金」取扱開始

（平成30年4月27日まで）
萩おもてなし大賞～萩市長賞受賞
仙崎のまちイタリア化計画　参加

平成29年

平成30年

１年間のトピックス【平成29年4月〜平成30年3月】
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当金庫では、「豊かで活力のある地域社会づくりに貢献します」を基本方針として、
地域の持続的な発展に貢献できるよう様々な取り組みを行っております。

今般、平成29年度における中小企業の経営改善や地域活性化のための取組状況を取
りまとめましたので、お知らせいたします。

中小企業の経営の改善及び
地域の活性化のための取組状況

（１）企業支援プロジェクトチームによる経営改善支援に関する取組状況
当金庫では、取引先の経営相談・支援あるいは再生に取り組むために、企業支援プロジェクト

チーム（以下、「支援Ｐ・Ｔ」といいます。）を設け、平成29年度は支援Ｐ・Ｔ会議にて決定した支
援先11先（先数はグループベース）を対象に、営業サポート部営業三課（中小企業診断士２名）
と営業店が一体となり、また外部機関とも連携を図り、経営改善に向けた支援を行いました。

（２）中小企業支援セミナーの開催
■中小企業支援セミナー開催

当金庫では、山口県よろず支援拠点及び日本政策金融公庫と
共催し、平成29年10月３日に「中小企業支援セミナー」を
開催しました。
演題：自分でHP制作して自社宣伝！
講師：村田良輔氏（山口県よろず支援拠点コーディネーター）

■ものづくり補助金・経営力向上計画個別相談会の開催
当金庫では、（公財）やまぐち産業振興財団及び山口県よろず支援拠点と共催し、「ものづくり補助
金・経営力向上計画個別相談会」を山口・萩・長門各市の３会場で開催しました。相談会は、各
会場５社に限定し、事前予約制で平成29年12月11日、15日、18日に無料で実施しました。

■人手不足対策セミナー開催
当金庫では、日本フルハップ（公財）、（公財）やまぐち産業振興財団及び山口県よろず支援拠点
と共催し、平成30年３月16日に「人手不足対策セミナー」を開催しました。
第１部 演題：人手不足に対応するために考えるべきポイン

トと対策
講師：藤井良幸氏（山口県よろず支援拠点チーフコーディネーター）

第２部 演題：人手不足対策に役立つ雇用関係助成金　
講師：増田葉子氏(特定社会保険労務士)

（３）専門家派遣による経営支援の取組状況
当金庫では、中小企業者の個別具体的な経営上の課題に対し、

専門家が直接企業に出向き、経営者との話し合いを通して課題解決に向けたアドバイスを無料で
受けることができる「ミラサポ専門家派遣」制度を始め、山口県よろず支援拠点コーディネータ
ーの紹介、経営相談会の開催など、外部専門家の活用を推進しております。外部専門家の紹介件
数は、平成28年は17件、平成29年度は30件となっております。

また、事業承継支援に関しては、55歳以上が代表者を務める法人事業先を対象としてヒアリ
ング調査を実施し、事業承継を検討すべき優先度が高いと思われる対象先の中から専門家との同
行訪問など具体的な事業承継支援に繋げていく取り組みを行っています。

（４）ビジネスフェアの開催
「しんきん発 地方創生！地域をつなぐ ビジネスチャンス！」をスローガンとし、お取引先中小企

業の皆様に新たなビジネスチャンスを掴んでいただくことを目的として、平成29年５月17日に県
内３信用金庫（萩山口・東山口・西中国）合同により第10回山口県しんきん合同ビジネスフェア
2017を海峡メッセ下関において開催しました。
● 出展企業・団体数：170　  ● 来場者数：約3,900人
● 出展企業商談件数：335件（成約件数58件 成約率17.3％）
● バイヤー企業商談件数：170件（成約件数39件 成約率22.9％）
● 経 営 相 談 件 数： 29件

中小企業の経営支援に関する取組状況１
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（５）維新塾（萩山口信用金庫若手経営者の会）の開催
維新塾は、会員相互の情報交換や経営課題に関する研修などを通じて、会員の経営資質の向上

とその企業の健全な発展及び当金庫と会員の皆様との連携強化を目的としております。
維新塾では、萩支部（平成19年４月6日設立）に加え、平成29年５月23日に山口支部を設

立しました。
■平成29年度維新塾研修会実施状況

（６）中小企業支援融資「スーパービジネスローン」の取扱状況
「がんばる中小企業」を応援することを目的として、平成22年11月より取扱開始した低金

利の融資で、法人・個人事業者の方を対象としております。直近３か年の取扱実績は、以下のと
おりとなっております。

（７）起業・創業支援の取組状況
■創業支援サポート体制

当金庫では、国の認定を受けた「創業支援事業計画」に参画しております。また、日本政策金融
公庫、山口県中小企業診断協会、中小企業診断士事務所など創業支援に関する連携協定を締結し
ております。創業者の皆様の様々なお悩みに対し、自治体・商工
団体等支援機関などとお互いのノウハウを享受し、連携してサポ
ートを行っています。

■創業補助金獲得セミナーの開催
当金庫主催により、これから起業・創業をご検討されている方
を対象として、平成29年５月20日に中小企業診断士の原義夫
氏を講師に招き「創業補助金獲得セミナー」を開催しました。

■当金庫が関与した起業・創業件数及び融資残高
当金庫では、起業・創業を支援するため、平成29年９月25日より「創業応援ローン」を取
扱開始するほか、当金庫ホームページに創業支援サービスとして「各種支援メニュー／ご融資」
を掲載し、情報発信しております。
当金庫が関与した起業・創業件数及び融資実行額は、平成
28年度は20件、591百万円、平成29年度は39件、
274百万円となっております。
※山口市及び萩市と連携した当金庫助成金制度による創業

支援の取り組みについては、９ページを参照願います。

創業補助金獲得セミナー

取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高
218 849 240 969 264 1,023

平成28年３月末 平成29年３月末 平成30年３月末

（単位：件数、百万円）

萩市のこれからの産業振興について
講師：藤道健二 氏［萩市長］

組織活性化に役立つアイスブレイク(自己紹介編)

お客様に感謝されながら売上アップ！
自社の強みの伝え方を学ぶ 実践研修会
講師：藤井正徳 氏［至誠コンサルタント㈱ 代表］

データでみる！これからの山口市・防府市！
講師：松本宏之 氏［（一財）顧客獲得センター 代表理事］

維新塾会員同士のつながりを強化！
維新塾版ビジネスフェア（山口支部）開催！

将来を共に考える社員と学ぶ 売上向上のためのマーケティングセミナー
講師：原義夫 氏［はら経営㈱ 代表］　

人手不足に立ち向かう!! 人事担当者と学ぶ「採用～採用後の社員教育」
講師：田原文栄 氏［㈱豆子郎 常務取締役］

集客力が上がる！人材難を克服する！情報発信法を学ぶ「情報戦略BAR」
講師：山根豪太 氏［山根豪太事務所 代表］

優良企業に学ぶ「働き方を考える」企業視察訪問
～JRCS㈱豊浦製作所（下関市川棚）視察

萩支部設立10周年企画　会員間交流ゴルフ大会開催
（開催会場：萩・石見カントリー倶楽部）

4月27日

8月30日

10月19日

11月15日

2月24日

3月22日

3月25日

萩支部
第１回

山口支部
第２回

山口支部
第３回

萩支部
第３回

山口支部
第４回

萩支部
第４回

山口支部
第５回

萩支部
第５回

萩支部研修会
平成29年7月19日

維新塾版ビジネスフェア
平成29年10月19日

平成30年
１月22日

開催日 研修テーマ・講師支部・開催回数

5月23日 山口支部
第１回

7月19日 萩支部
第２回
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（１）地方創生への取組状況
当金庫では「地方創生」が当金庫の重要な経営方針の一つであるという認識のもと、エリア内

の自治体等と連携し、地域経済の活性化並びに地方創生に取り組んでいます。
平成29年度は、新たに長門市及び阿武町と地方創生に係る包括連携協定を締結し、当金庫主

要エリア内における自治体との連携強化を図りました。
■山口県との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況

●「やまぐち子ども・子育て応援ファンド」への寄付
県内３信用金庫（萩山口・東山口・西中国）は、平成28
年２月に山口県との間で締結した「地方創生に係る包括連
携に関する協定」に基づき、子育て支援を目的とした統一
商品「子育て応援定期預金」を販売し、販売総額の一定割
合を県の子育て事業に寄付することとしております。平成
29年度は、６月16日に125万円を寄付金として「やま
ぐち子ども・子育て応援ファンド」に贈呈いたしました。
平成28年度以降の寄付累計額は250万円となりました。

■山口市との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況
●当金庫助成金制度による創業先支援の取り組み

当金庫では平成29年９月に山口市と締結した「地方創生
に係る包括連携協定」に基づき、山口市中心市街地および
湯田温泉地域で新規開業される方を対象に「萩山口信用金
庫山口市開業チャレンジ応援補助金」の制度を設け、山口
市と連携し支援を行っております。（当金庫からは年間10
先までを対象先とし補助金10万円の支援が受けられま
す。）平成29年度の実績は、事業者数４先、補助金総額
40万円となっております。
※本補助金に係る詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

■萩市との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況
当金庫では、平成28年６月に萩市と締結した「地方創生に係る包括連携協定」に基づき、以
下の取り組みを行っています。
●当金庫助成金制度による創業先支援の取り組み

当金庫では、創業・新事業展開を図る事業者を対象に「萩
山口信用金庫萩市創業チャレンジ応援助成金」の制度を設
け、平成28年10月より萩市と連携し支援を行っておりま
す。萩市の創業・新事業展開を図る事業者のうち、「萩市起
業化支援補助金」審査会で採択され、交付決定を受けた事
業者（萩市からの補助金は上限50万円）に対し、当金庫か
らの助成金20万円を助成させていただくものです。（萩市
の補助金と合わせ最大で70万円の支援が受けられます。）
取扱実績は、以下のとおりとなっております。

●萩市マーケティング支援事業の開催
当金庫では、萩市が平成29年度より新たに取り組んでいる「萩市マーケティング支援事業」
のモニター協力団体として萩市へ登録しており、平成29年12月14日に当金庫本店におい
て、本店・本部の役職員により、萩市の事業者の方が開発した新商品の試食テストとアンケ
ートを実施し、商品開発の支援を行いました。

地域の活性化のための取組状況２

第１回補助金交付式

山口県感謝状贈呈式

平成29年度後期助成金交付式

事業者数 助成額 事業者数 助成額 事業者数 助成額
４先 80万円 ６先 120万円 10先 200万円

平成28年度 平成29年度 取扱開始からの累計

※本助成金制度につきましては、「萩市起業化支援補助金」制度の廃止に伴い、取扱いを休止して
います。
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■長門市との地方創生に係る包括連携協定の締結
当金庫では平成29年11月20日に長門市と地方創生に係る包
括連携に関する協定を締結しました。連携事業の一環として、
平成29年11月に結成された長門市の女子ラグビーチーム

「ながとブルーエンジェルス」の2018年版カレンダーを作成
し、チームを運営する（一財）ながとスポーツ財団や長門市に
寄贈しました。

■阿武町との地方創生に係る包括連携協定の締結
当金庫では平成30年２月６日に阿武町と地方創生に係る包括
連携に関する協定を締結しました。今回の締結を契機として、
あらためて地域活性化に向けた様々な取組みを展開すること
で、阿武町の活性化と地域社会の持続的な発展に貢献してまい
ります。主な連携事項として、阿武町起業化支援補助金交付対象
者への助成金の上乗せ交付や住宅取得支援を予定しております。

■山口県、山口市及び萩市との包括連携協定に基づく各種ローンの取扱実績
対象となる主なローンは、子育て世帯を応援するカーローンや教育ローンとしております。
平成30年３月末までの実績は、取扱件数72件、融資残高115百万円となりました。

（２）地域振興支援への取り組み
当金庫では全国の信用金庫企画旅行の誘致を目的とした「モデ

ルコース提案書」を作成し、平成26年９月に発送しております。
提案書発送以降、当金庫営業エリアに訪問された信用金庫企画旅
行の参加者数は、平成30年３月末までに約3,900名となるなど、
地域経済振興の一助となっております。平成30年３月14日に、
萩おもてなし推進協議会主催の「萩市おもてなし大賞（萩市長賞）」
を受賞しました。

（３）地域間交流による地域活性化事業の展開
■鹿児島相互信用金庫との交流事業の取り組み

平成27年９月より、薩長同盟150年を記念して鹿児島相互信
用金庫と交流事業を行っております。
● 「第10回山口県しんきん合同ビジネスフェア2017」に鹿

児島相互信用金庫のお取引先５社が参加されました。 
● 鹿児島アグリ＆フード金融協議会主催「南の逸品商談会in

Tokyo 2017」に当金庫のお取引先２社が出展、１社が商
品展示されました。（平成29年９月７日～８日開催）

● 「薩摩鹿児島・長州山口 食の逸品販売会」に当金庫のお取引先５社が参加されました。（平
成30年１月18日～20日開催）　

■鹿児島相互信用金庫及び会津信用金庫との広域交流事業に関する取り組み
● 平成29年３月に締結した鹿児島相互信用金庫及び会津信用金庫との広域

交流事業に関する覚書に基づき、平成29年11月１日より「維新150
（いちごーまる）」定期預金を取扱開始しました。本定期預金では、地域間
連携協定事業の特別企画として、鹿児島や会津ならではのご当地の懸賞品
をご用意いたしました。

■他信用金庫のビジネスフェアへの参加
● 城南信用金庫主催の「2017“よい仕事おこし”フェア」（平成29年８月22日～23日開

催）に当金庫のお取引先1社が参加されました。

南の逸品商談会in Tokyo 2017
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金融円滑化・経営者保証への取り組みについて
■金融円滑化への取組状況

中小企業のお客様

貸付債権数 貸付債権金額 貸付債権数 貸付債権金額

住宅ローンをご利用のお客様

2,866

2,772

32

14

48

85,878

82,895

473

1,630

880

164

136

8

1

19

1,776

1,524

66

11

175

貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権

うち実行に係る貸付債権

うち謝絶に係る貸付債権

うち審査中の貸付債権

うち取り下げに係る貸付債権

※金融円滑化への取組状況の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

平成21年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律」は平成25年３月末をもちまして期限を迎えましたが、当金庫では、「金融円滑化のための基本
方針」を定め、地域の中小企業及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給するとともに、資金繰
りや返済条件変更などの相談にも積極的に応じております。

平成30年３月末現在における中小企業・小規模事業者及び住宅ローンご利用者のお客様に対する貸
付条件の変更等への取組状況をとりまとめましたので、お知らせいたします。

■地域金融円滑化のための基本方針

● 平成21年12月から平成30年３月末までの取組状況の累計

萩山口信用金庫は、地域の中小企業及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の
発展に寄与することが、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要
な社会的使命であるとの認識のもと、以下のとおり「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、営
業店及び本部一丸となりこれに取り組んでまいります。

１．お客様の経営実態や所得状況等を踏まえて、新規ご融資やご融資条件の変更等を適切に行って
まいります。

２．お客様の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援を行ってまい
ります。

３．与信取引（ご融資の契約及びこれに伴う担保・保証契約）に関し、お客様に対する説明を適切
かつ十分に行ってまいります。

４．お客様からの与信取引に関するお問い合わせ、ご相談、ご要望及び苦情への対応を適切に行っ
てまいります。

５．その他地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、他業態及び他の金融機
関等と相互の連携を図ってまいります。

■経営者保証に関するガイドラインへの取り組みについて
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を十分に踏まえ、お客様からのお借入れや

保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しております。また、経営者保証
の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把
握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。

なお、同ガイドラインを踏まえた取組状況は、以下のとおりとなっております。

（単位：件、百万円）

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数

平成27年度 平成28年度 平成29年度

0件経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限ります。）

104件
7.02％

19件

0件

208件
13.87％

4件

0件

298件
29.59％

6件
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平成30年3月期決算の出資配当金について、従来の年2％に100周年記念配当金利率
3％を加算した年5％の配当を実施します。平成30年7月を予定しています。
創立100周年記念「ぶち感謝100定期預金」を平成30年5月25日より取扱開始しまし
た。（平成30年8月31日まで）ただし、募集総額100億円（募集総額に達した場合はキ
ャンペーン期間中であっても終了させていただくことがあります。）
オリジナル貯金箱付き定期積金を平成30年6月25日より取扱開始しました。（平成31
年3月29日まで）
創立100周年記念特別金利「リピートプラン特別金利」を平成30年5月1日より取扱開
始しました。(平成30年10月31日まで）
特別金利の教育ローンの取扱いを予定しています。決定次第お知らせいたします。
記念感謝デーなど各支店が考案したオリジナルのイベントを開催します。決定次第お知
らせいたします。

12

当金庫は平成31年１月17日に創立100周年を迎えることとなりました。これもひと
えに大正８年の創立以来、地域の皆様から長きに亘り、ご支援、ご愛顧いただいた賜物
であり、役職員一同心より感謝申し上げます。

当金庫では、日頃ご愛顧いただいております皆様へ100周年の「感謝の気持ち」をお
伝えするとともに、次の100年に向けての起点となる重要な年と位置付け、以下のとお
り、様々な創立100周年記念事業を展開して参ります。今後とも変わらぬご支援とお引
き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

創立１００周年記念事業

スローガンとロゴマーク1

主な記念事業の概要（平成30年6月末現在）２
お客様への感謝をこめて1

その他３

平成30年4月にホームページを全面リニューアルしました。

創立100周年を機に一部の通帳デザインをリニューアルする予定としています。

創立100周年に亘る当金庫のあゆみと、地域の皆様との絆を振り返る周年誌を発刊します。
2019年6月を予定しています。

事　業　名 概　　　　　　　要

事　業　名 概　　　　　　　要

普通出資に対する配当率

特別金利定期預金、オリジ
ナル貯金箱付き定期積金の
取扱い

特別金利教育ローン、マイ
カーローンの取扱い

一 店 一 善 運 動 の 実 施

通帳デザインのリニューアル

100周 年 記 念 誌 の 編 纂

ホームページの全面リニューアル

【スローガン】
おかげさまで100周年。　
これからも地域のために！ 未来のために！

ロ
ゴ
マ
ー
ク

※今後実施予定の記念事業につきましては、ホームページ等を通じ、決定次第お知らせいたします。

地域の皆様への感謝をこめて2

お取引先と当金庫との親睦およびチャリティを目的としたコンペを平成30年5月22日
に開催しました。コンペに参加された120名の方からのチャリティ募金に当金庫からの
善意金を合わせ、山口、萩、長門、防府、阿武町の4市１町の社会福祉協議会に寄付さ
せていただきました。
アンサンブル・ナフェア・コンサート（弦楽五重奏をベースとしたクラッシックコン
サート）を平成30年7月26日に開催します。
著名人による記念講演会を、山口市民館と萩市民館で開催する予定としています。決定
次第お知らせいたします。
地域内の自治体に寄贈品・寄附金等の贈呈をします。平成31年1月19日を予定しています。
地域内の病院・施設等に車椅子を寄贈するほか、当金庫主要店舗に車椅子を設置する予
定です。決定次第お知らせいたします。
将来の担い手となる子どもたちの成長をサポートする活動を行います。「親子で楽しむス
ポーツ教室」を平成30年6月17日に開催しました。
100周年を記念したカレンダーの配布を行います。平成30年11月頃を予定しています。

事　業　名 概　　　　　　　要

チャリティゴルフコンペ開催

次 世 代 育 成 支 援 事 業

車 椅 子 の 寄 贈 ・ 設 置

記 念 講 演 会 開 催

記 念 コ ン サ ー ト 開 催

記 念 カ レ ン ダ ー 配 布

自 治 体 へ の 寄 贈


