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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30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６月は山口
会場（川西中学校）、10月は萩会
場（明倫小学校）で開催しました。

■親子で楽しむ
スポーツ教室開催

当金庫創立100周年記念
コンサートとして、弦楽五
重奏コンサートを開催しま
した。

■創立100周年記念
感謝コンサート開催

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43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19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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仙崎の夏のイベント
である「みすゞ七夕笹
祭り」のお手伝いとし
て、灯籠への点燈を行
いました。
（平成30年８月４日）

■みすゞ七夕笹祭り 参加
阿武町奈古地区の

「なご夏まつり」にお
いて開催されるイカ
ダ大会に毎年参加し
ています。

（平成30年７月22日）

■第25回 日本海イカダ大会 参加

北浦地区の夏のイべ
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30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30年７月24日）

■山口祇園祭 市民総踊り（MINAKOIのんた）

4月２日～27日
4月 21日
4月 29日
5月 16日

5月 20日
5月 20日
5月 20日
6月 2日
6月 3日
6月 9日
6月 13日
6月 15日
6月 17日

6月 17日
6月 22日
7月 20日
7月 22日
7月 24日
7月 26日

7月 26日
8月１日～31日

8月 2日
8月 4日
8月 4日

8月6日～7日
8月 11日
8月 11日
8月 11日
8月 13日
8月 31日
9月 1日

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

「風の便り」写真展　開催（本店）
「よしき軽井沢通り」参加　
春の幸せますフェスタ「おんなみこし連合渡御」参加
第11回山口県しんきん合同ビジネスフェア
2018　開催　 
(山口県国際総合センター・海峡メッセ下関）
平川クリーン作戦　参加
良城橋河川敷の花壇整備　参加
第21回浜崎伝建おたから博物館 参加　
一の坂川 ほたる祭り　参加
ふしの川「あゆの日」まつり　参加
第31回 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　
親子で楽しむスポーツ教室 開催

（山口会場：川西中学校）
第15回大殿地区ソフトバレーボール大会　参加
第100回通常総代会　開催
暴力団排除活動に対する表彰状受領
第25回 日本海イカダ大会　参加
山口祇園祭「市民総踊り（MINAKOIのんた）」 参加
創立100周年感謝コンサート「アンサンブ
ル・ナフェア」開催
仙崎祇園祭　参加

「六人の楽しい写真の世界」写真展　開催（本店）
萩夏まつり＜ヨイショコショ＞パレード  参加
おおとし夏まつり　参加
みすゞ七夕笹まつり　参加
山口七夕ちょうちんまつり　参加
平川地区盆踊り大会　参加
小鯖夏まつり　参加
湯本温泉納涼盆踊り大会　参加
吉敷夏まつり　参加
山口市ふるさとまつり「音楽と花火の夕べ」参加
第12回全国やきとリンピックin長門　参加

9月 2日

9月3日～28日

9月10日～14日

9月13日～14日
10月1日～11月22日

10月 7日
10月18日～11月14日

10月 20日
10月 21日

10月 26日
10月 28日
11月 11日
11月 11日
11月 11日
11月 11日
11月 18日

11月23日～24日
11月 24日

11月30日～12月28日

12月 13日
12月 16日

1月 17日
1月 20日
2月 3日
2月 24日
3月 1日

3月 24日

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●

ボランティアチャレンジ2018　参加 
（下道場門前町内会清掃活動）
山口高校ラグビー部「輝く瞳 パート①」
写真展　開催(本店)
インターンシップの実施

（山口大学、福岡大学、広島修道大学、九
州産業大学  学生５名）
職場体験学習の実施（大殿中学校　生徒２名）

「風の便り」写真展　開催（本店）
平川クリーン作戦（秋）参加
ちぎり絵展　開催（平川支店）
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
（萩市明倫小学校)
鴻南３地区ボウリング大会　参加
平川商工業振興会大運動会　参加
大殿ふるさとまつり　参加
大歳まつり　参加
吉敷ふるさとまつり　参加
萩時代まつり　参加
平川まつり　参加
本恵比寿祭り　参加

「ながとブルーオーシャンライド with 秋
吉台」へのボランティアスタッフ派遣
山口高校ラグビー部「輝く瞳 パート②」
写真展　開催（本店）
献血活動　実施（本店）　
第19回維新の里萩城下町マラソン　協賛

創立100周年
第68回萩市駅伝競走大会　参加
第43回萩市子ども会たこあげ大会　協賛
第7回Hagi産業フェスタ　参加

「子育て応援定期預金」の第４回取扱開始
（平成31年3月1日～4月30日まで）
長門市駅前商店2019春祭り　参加

平成30年

平成31年

１年間のトピックス【平成30年4月〜平成31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30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30年度は支援P・T会議にて決定した
支援先６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等の開催
■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30年９月13日に
「HACCP義務化に対応した衛生管理」を開催しました。また、日本政策金融公庫との共催に
より、平成30年10月24日に創業・新規就農支援セミナーを開催しました。

■「これから使える！補助金等まるごと説明会」の開催
当金庫では、主要営業エリア内商工会議所、日本政策金融公庫と共催
し、平成31年３月19日に「これから使える！補助金等まるごと説明
会」を開催しました。
第１部 補助金活用事例の紹介／（株）サン精機 代表取締役 楠牟礼勲氏
第２部 国・県・市の補助金・助成金等の紹介／

山口県よろず支援拠点、山口労働局、山口県、山口市、萩市、
防府市、長門市

第３部 補助金活用のポイント／山口県よろず支援拠点
（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赴き、経営
者との話し合いを通じ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」制度をはじめ、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29年は30件、平
成30年度は27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にヒアリング
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
「維新150年の地から発信！新たに始まるビジネス開化!」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30年５月16日に山
口県内３信用金庫（萩山口・西中国・東山口）合同により第11回山口県しんきん合同ビジネスフェ
ア2018を山口県国際総合センター・海峡メッセ下関において開催しました。
● 出展企業・団体数：138　  ● 来場者数：約3,900人
● 出展企業商談件数：248件（成約件数67件 成約率27.0％）
● バイヤー企業商談件数：151件（成約件数26件 成約率17.2％）
● 経 営 相 談 件 数： 40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。
■平成30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、法人・個人事業

者の方を対象に低金利の融資を行っております。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、日本政策金融公庫や山口県中小企業診断協会、
中小企業診断士事務所などと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
ートを行っております。

■創業補助金獲得セミナーの開催
当金庫では、中小企業診断士の原義夫氏を講師にお招きし、こ
れから起業・創業をご検討されている方を対象として「創業補
助金獲得セミナー」を平成30年６月２日に山口市で開催しま
した。
なお、今回は萩市においてインターネットでのライブ中継によ
る同時開催としました。

■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
29年度は39件、274百万円、平成30年度は79件538
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 山口会場

創業補助金獲得セミナー 萩会場

取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高
240 969 264 1,023 280 1,116

平成29年３月末 平成30年３月末 平成31年３月末

（単位：件数、百万円）

山口支部

萩支部

開催日 研修テーマ・講師支部・開催回数
平成30年
4月21日 萩支部/第１回 組織活性に役立つアイスブレイク「他己紹介編」

5月30日 山口支部/第１回 会員同士の事業と人柄を知る「60秒プレゼン大会」

萩支部/第２回 社員だけ参加ＯＫ！仕事に対するやる気を高める！
社員間交流会7月27日

山口支部/第２回 維新塾の輪を深める！
「会員事業紹介シート」作成およびコラボ大会8月6日

萩支部・山口支部
第3回合同研修会 やる気に火をつける！メンタル強化研修10月31日

萩支部/第4回 メンズマインドとレディースマインドの違いを経営・
営業に活かす思考術11月26日

山口支部/第４回 待ったなし！働き方改革対応
「経営者に必要な労務基礎知識」12月17日

萩支部/第５回 待ったなし！働き方改革対応
「経営者に必要な労務基礎知識」

平成31年
2月22日

山口支部/第５回 山口県が主催する「やまぐち働き方改革実践モデル企
業」の視察研修2月27日
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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おります。
■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・西中国・東山口）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30
年度は、６月18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375万円となりました。

●中山間移住創業支援による支援者への助成金贈呈
県内３信用金庫（萩山口・西中国・東山口）は、山口県内の
中山間地域の活性化を図るため、UJIターンにより、中山間
地域で移住創業・継業を図る事業者に対し、県・市町など自
治体と県内３信用金庫などによる連携支援策の一環として、
県内３信用金庫が助成金50万円を交付する制度「やまぐち
中山間移住創業助成金」を平成28年度より創設しています。
平成30年度は２件の支援・助成金交付を行っております。

■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、以
下の取り組みを行っております。
●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、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30年度の実
績は、事業者数６先、補助金交付総額60万円となっており
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おります。
● 平成30年度は「萩市ビジネスプランコンテスト」への協賛・協

力により、資金面や運営面での協力を行っております。
■長門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29年11月に締結した「地方創生に係る包括連携協定」に基づき、以下の取
り組みを行っております。
● 断熱性に優れた健康住宅「スマートウェルネス住宅」

の普及促進のため、既存住宅に断熱改修等を伴う住
宅リフォームを行うお客様を対象に優遇金利を適用
するローン「やまぐち健康・省エネ住宅リフォーム
ローン」の取り扱いを開始しました。

● 地元の皆さまに広く知ってもらいたいという思いか
ら、長門市を活動拠点として活躍される7人制女子
ラグビーチーム「ながとブルーエンジェルス」を使
用した2019年版のカレンダーを作成しました。

地域の活性化のための取組状況２

助成金交付式　11月５日

山口県感謝状贈呈式

助成金贈呈

やまぐち健康
・省エネ住宅

リフォームローン

ながと
ブルーエンジェルス
2019年版カレンダー
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■阿武町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30年２月６日に締結した「地方創生に係る包括連携協定」
に基づき、阿武町が行う柳橋分譲宅地での住宅取得促進のため、住宅ロ
ーンについて優遇措置を設けております。

■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31年３月末までの実績は、取扱件数74件、融資残高101百万円となりました。

（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へ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31年３月末までに約6,000名となる
など、地域経済振興の一助となっております。今年度は埼玉懸信
用金庫が企画する山口県内等の２泊３日の旅行「旅の生きがい大
学」（参加者数：約1,900人、県内宿泊計 約3,800泊）において、県内３信用金庫（萩山口、
西中国、東山口）でお迎えや記念品の贈呈などの“おもてなし”を実施しました。

（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。
● そうしん『かごっま　うまかもん　発掘フェア』へ当金庫

取引先４社が参加されました。また、当金庫は観光案内ブ
ースを設け参加しました。（平成30年４月６日開催）

●若手経営者の会「維新塾」会員９名が、鹿児島企業視察およ
び鹿児島相互信用金庫 若手経営者の会 そうしんブレーン

“21”が開催する第12回なんこ大会に参加されました。
（平成31年１月25日～26日開催）
●第３回「薩摩鹿児島・長州山口 食の逸品販売会」を共同開

催し、特産品の販売を通じ、地域のPRを行いました。全出
展業者11先のうち当金庫のお取引先４事業者が参加されま
した。
・開催日：平成31年１月17日～19日
・場　所：天神地下街１番街イベントコーナー［福岡市中央区天神２丁目地下１号］）

■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「2018“よい仕事おこし”フェア」（平成30年10月７日～８日開催）

に当金庫のお取引先１先が参加されました。

阿武町柳橋
分譲宅地向け
住宅ローン
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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

3,106

3,007

35

16

48

93,215

91,248

481

606

880

175

145

8

3

19

1,857

1,612

66

3

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31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31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28年度 平成29年度 平成30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。）

208件
13.87％

4件

0件

298件
29.59％

6件

0件

375件
34.02％

12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％の配当を平成30年７月に実施し
ました。

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
り平成30年８月31日まで、「ともに未来へ100定期預金」を平成30
年11月１日より平成31年３月29日まで取り扱いました。

オリジナル貯金箱付き定期積金を平成30年６月25日より平成31年３
月29日まで取り扱いました。

創立100周年記念特別金利「カーライフリピートプラン特別金利」を
平成30年５月１日より平成31年３月31日まで取り扱いしました。

創立100周年記念商品「萩山口しんきん　教育ローン」を平成30年
11月１日より平成31年３月31日まで取り扱いました。

記念感謝デーなど、各店が考案したオリジナルのイベントを開催しま
した。

12

当金庫は平成31年１月17日に創立100周年を迎えました。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した。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２
お客様への感謝をこめて

〈一店一善運動　主な店舗の開催状況〉

1

事　業　名 概　　　　　　　要

普通出資に対する配当率
年５％

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 開 催

【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

本店・中市 竪小路支店 湯田支店 大内支店・御堀支店

防府支店 平川支店 宮野支店 吉敷支店
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地域の皆様への感謝をこめて2

萩支店 浜崎支店 越ヶ浜支店 奈古支店

新川支店 仙崎・長門・油谷支店 松本支店 橋本支店

平成30年５月22日に開催したチャリティゴルフコンペでの募金に当
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
クラシックコンサート）を平成30年７月26日に開催しました。

著名人による記念講演会＆記念イベントを、山
口市と萩市の２会場で開催しました。

○山口会場（記念講演会）　定員1,500名
開催日：12月１日　 場所：山口市民会館
講演者：東国原 英夫氏

○萩会場（記念イベント）定員800名
開催日：12月２日　 場所：萩市民館
講演者：いっこく堂氏

平成31年１月に地域内の自治体（山口市、防府市、萩市、長門市、阿
武町）へ寄附金の贈呈を行いました。

平成30年７月に地域内の病院・施設等に車椅子を寄贈したほか、当金
庫の主要店舗である本店、湯田支店、大内支店、萩支店、長門支店に車
椅子を設置しました。

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として、「親子で
楽しむスポーツ教室」を山口市と萩市
の２会場で開催しました。山口会場は
６月17日 に、萩会場は10月21日に
開催しました。

創立100周年を記念したカレンダーを平成30年11月から配布しま
した。

事　業　名 概　　　　　　　要

チャリティゴルフコンペ
開催

記 念 コ ン サ ー ト 開 催

自 治 体 へ の 寄 附

記 念 カ レ ン ダ ー 配 布

記 念 講 演 会 開 催

車 椅 子 の 寄 贈 ・ 設 置

次 世 代 育 成 支 援 事 業
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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
周年誌を令和元年９月に発刊予定です。

当金庫では、創立100周年を記念して関係先に贈呈する祝い酒の記念
ラベルを萩光塩学院（校長：中村柔道様）との共同企画として作成し
ました。多方面で活躍される同校書道部の書道パフォーマンスにより、
記念ラベルの題字を揮毫していただきました。

山口県立大学文化創造学科の学生の皆さんがデザインした総合口座通
帳とキャッシュカードを採用してリニューアルするもので、「通帳デザ
インコンテスト」の開催、お客様の投票による審査を経て、最優秀賞に
は同校文化創造学科２年の升田有紀さんが選ばれました。

事　業　名 概　　　　　　　要

ホームページの全面リ
ニューアル

通帳デザインのリニュー
アル

創立100周年記念祝い
酒「百年の絆

�

滴
��

」のラベ
ル作成に係る共同企画

創立100周年記念誌の
編纂

新通帳 新キャッシュカード

通帳デザインコンテストの表彰式

「百年の絆滴」完成発表会の様子


