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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。
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向　陽　園
アート活動支援室ぴかり

　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」。入所者
さんたちによる斬新でユニークなアート作品は、多くの作品展などで好評を得ています。今回の本誌の表紙を飾
る4つのアート。まず、佐川賢志さんによる「でんでんカーニバル」は、自身が創造したキャラクターたちが大集合し
た作品です。佐川さんは、施設の会報誌でも4コマ漫画を手掛けており、独自の絵のタッチやユーモアセンスはプ
ロも顔負けです。かわいいブタの絵は、林あけみさんによるアート。車が大好きな國井勇さんによるカラフルで迫
力のある作品は、コンテストでの受賞歴もあるほど。細かくいろんなキャラクターが描かれた賑やかな作品は、歳
永和雄さんによるもので、普段はビニールテープを使った切り絵などを楽しんでいるそうです。
　「向陽園」の入所者さんによる個性豊かな作品の数々は、イラストやちぎり絵、フェルトや布を使った縫物など、
日々さまざまなカタチで誕生しています。

※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２０１９（遠軽信用金庫杯、デサントカップ、えんがるカップ） 遠軽町

７月上旬 オホーツクサイクリング 湧別町・佐呂間町他

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
２０１9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

８月中旬～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

９月上旬
えんがる物産まつり 遠軽町
シンデレラ夢かぼちゃまつり（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

遠軽信用金庫OB会設立総会の開催

個性あふれる向陽園の入所者さんたちによるアート作品

湧別町

５月上旬 五鹿山公園まつり 湧別町

9月下旬
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。２０１９年カレン
ダーは、遠軽町丸瀬布の「山彦の滝」を題材に取りあげ、高さ２８ｍの太い一本の滝で、
雪解けの季節になると轟々と音を立てて流れ落ちる雄大な姿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布中（※）ですので、ぜひご愛用ください。
※当金庫本支店での配布は、平成３１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。

　平成３０年１０月５日、遠軽町のホテルサンシャインにて「遠軽信用金庫ＯＢ会設立総会」
を開催いたしました。
　このＯＢ会は、金庫の発展に尽力された先達の努力に対し敬意を表するとともに、会員
相互の親睦と交流を図ることを目的に設立されたものであります。
　当日は、ＯＢ７２名にお集まりいただ
き、ＯＢ会の名称を「えんしんがんぼう
会」とすることや役員の決定等がなさ
れ、引き続き行われた懇親会では、歴
代の職員名簿や懐かしい写真をご覧
いただくなど、盛会のうちに終えるこ
とができました。

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/　2018年12月12日発行
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黒曜石を使ってモノづくり体験
　実際の黒曜石を使っての「石器やアクセサリーづくり」、滑石という石を磨
いての「まが玉づくり」など、世界にひとつだけのモノづくり体験ができます。
このほか、期間限定の特別メニューなど豊富な体験メニューが用意されてい
るので、モノづくりを通して大昔の暮らしをイメージして楽しんでみるのもお
すすめです。※材料費と体験学習料がかかります。

FURUSATO Zoom in
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！

国内最大級の大遺跡群から発見された、先人たちが残した貴重な出土品を展示
●遠軽町埋蔵文化財センター

1

遠軽町白滝地域にある国指定史跡「白滝遺跡群」は、黒曜石原産地のふもとに広がる旧石器時代の遺跡として知られています。
平成7年から20年まで旭川紋別自動車道の建設にともなう発掘調査で合計700万点以上、総重量11トンもの遺物が出土しました。
「埋蔵文化財センター」は、これら遠軽町内の遺跡から出土した埋蔵文化財を管理・保管し、その活用を図る施設です。
施設内は、各時代の出土資料から当時の人々の暮らしを紹介するゾーンや
白滝遺跡群での石器づくりの紹介など6つのゾーンに分かれています。また、実際に黒曜石を使ってモノづくりができる
体験メニューなどもあり、さまざまな角度から旧石器時代の人々の営みを学ぶことができます。

12 212

名所再発見名所再発見

所 在 地
問い合わせ
休 業 日
営 業 時 間
入 場 料
ア ク セ ス

／紋別郡遠軽町白滝138番地1
／0158-48-2213（白滝教育センター）
／冬季（11/1～翌4/30）の土日祝、年末年始
／9:00～17:00（入館は16:30まで）
／一般300円、高校生以下150円　※団体割引あり
／JR白滝駅から徒歩約15分

宝石のように輝く黒曜石に魅せられる
　黒曜石ギャラリーは、国指定重要文化財である「北海道白滝遺跡群出土
品」が、時代や形ごとに分けられ、まるでジュエリーショップのようなディスプ
レイで展示された幻想的な空間。足元には敷き詰められた黒曜石の道が照
明で輝き、展示棚のガラスケースには大小さまざまな黒曜石の石器がレイ
アウトされています。天然のガラスである黒曜石の持つ輝きと石器の造形
が持つ美しさが際立つ、いつまで見ていても飽きないギャラリーです。

人々の生活に欠かせなかった黒曜石
　黒曜石は、割っただけで鋭い刃物になることから、当時のくらしには欠か
すことのできない貴重な資源。当時の人々は、この黒曜石で、狩りに使用す
るヤリやナイフなど、さまざまな石器を作りました。展示されている白滝遺
跡群の出土品には、後期旧石器時代を代表する「細石刃」や「尖頭器」と呼ば
れる石器をはじめ、切る・削るなどさまざまな用途に使われた18種類の石器、
さらには石器を作る際に生じた石の破片を1つ1つジグソーパズルのように
つなぎ合わせて復元した「接合資料」もあります。

歴史を紐解く
展示ゾーン
　館内の展示ゾーンは、現在
から擦文時代、続縄文時代、縄
文時代、旧石器時代へと時代
をさかのぼり紹介するゾーン、
国内最大級の黒曜石原産地
「赤石山」をはじめとした大遺
跡群を紹介するゾーン、旧石
器時代の石器の作り方や人々
の暮らしを紹介するゾーンな
ど、テーマごとの6つのゾーン
に分けられています。



　食品を取り扱う以上、お客様の信頼を得ることがもっとも重要ですの
で、商品の品質管理には重点を置いています。
　システムとしては、異物混入を防ぐためにX線探知機が2基、金属探知
機4基を設置。また、タコは鮮度が落ちやすいので、夏などはトラックに
ビッシリと積め込まずに、数台に分けてスピーディーに工場に搬入します。
仕入れ量に合わせるのではなく鮮度に合わせて運びます。冷凍するとき
も同様に、フリーザ―の能力が最大限に生かせる一定の量で凍結させま
す。コストを考えると、多くの量を入れて一度に凍結させるのが効率的で
すが、そこは妥協しません。原料を格納するタンクも250本あり、ひとつ
のタンクにたくさん入れると鮮度が落ちやすくなってしまうので、満杯に
せずに贅沢にスペースを空けて使うなど、過剰なぐらい気を付けて品質
管理を行っています。
　また、水産加工は、入荷量や鮮度状況が不安定ですので、私も自ら現場
に入り品質のチェックを欠かし
ません。本来、経営者が現場に
いるという状況はよくないのか
もしれませんが、私にとっては
「自分が納得できる商品を作
る」ことこそが最優先。品質が
すべてで、良いものをしっかり
と作っていれば、良いときも悪
いときも、お客様が常に自分た
ちの輪の中に入っていただける
と信じています。

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。

 
目指すは夢を叶える身体づくり
スポーツ医科学に基づいたトレーニングプログラム

スポーツのためのトレーニング、ケガや病気からの社会復帰など、
健康な人生を送るためのサポートにこだわった大森社長の熱い想いが伝わるお話でした。

夢を叶えるための身体づくりを
サポート

トレーニングだけでなく
身体のケアも専門家がサポート

「ただ運動する」のとは違う

一人ひとりに合ったトレーニングを提供。

道東初のメディカルフィットネスを掲げた

「PHYSIT（フィジット）」

代表取締役であり、

理学療法士をはじめとした

数々の国家資格を持つ

大森社長にお話を伺いました。

代表取締役  大森　達也さん

43 12 12

えんしんのわえんしんのわ
株式会社 だいいち株式会社 PHYSIT（フィジット）

株式会社 だいいち 
鮮魚・魚・水産加工業

紋別郡遠軽町学田3丁目5-20  
TEL:0158-42-0833  FAX:0158-42-3817

スポーツクラブ PHYSIT（フィジット）  CONDITIONING 
メディカルフィットネス

北見市西富町1丁目1-7  TEL:0157-61-5510
【営業時間】 平日9:00～21:00、土日9:00～15:00　【休日】 毎週月曜日、祝日、夏季・年末年始

  【ホームページ】 https://www.physit.biz/

水産加工は鮮度＆品質がすべて
質の高い商品を作り続けることが信頼につながる

高い品質を維持するために、徹底した現場主義にこだわる
小林社長の製品づくりへの情熱が伝わるお話でした。

　もともとは町内で鮮魚を中心としたスーパーを営んでおりましたが、大
手が参入してきたりと厳しくなるのを予想して先代（父　英信）が次の世
代のためにと水産加工に切り替えたのが平成元年。最初は、常呂や湧別か
ら取り寄せたサケとタコ、ホタテなどの加工からはじめて創業から30年に
なります。主力商品は、10年前くらいからタコが中心となり、春は日高の
ヤナギダコ、夏はオホーツクのミズダコ、秋から冬が道東のミズダコと、
シーズンごとに仕入れ先を変化させながら、道内のスーパーや回転ずし、
道外、海外などに販売しております。
　海の無い遠軽町で水産業を営む上でのメリットは、目の前の浜だけでな
く、仕入れ先の海を全道的に見られるという点ですね。オホーツク海から
太平洋にかけて、時期によって仕入れ先が変化します。今年は、目の前の
オホーツクでサケが多く獲れていますが、良いものがあれば道東・日高か
らも仕入れるなど、全道に信頼できる仕入先があり、柔軟に対応できるの
が私たちの強みです。

　道東初のメディカルフィットネスとして、スポーツ医科学的な根拠に基づ
いたトレーニングプログラムを提供し、その人に合った身体づくりをサポー
トします。コンセプトは大きく3つあり、1つ目はお客様の夢や目標を叶え
るということ。そのために、入会時のカウンセリングで、お客様のご要望を
しっかりとお聞きします。「身体を作りたい」と思い立って足を運んでいた
だくということは、その先に叶えたい夢があるはずです。たとえば「お孫さ
んと山に登りたい」とか「息子と一緒にマラソン大会に出たい」とか、なん
でもいいんです。お客様の想いを最初にお聞きして、それを叶えるために
どうすればいいかを一緒に考えていきます。2つ目は人生を満足していた
だくこと。末期がんで余命わずかなご老人が、当クラブで「もう一度テニス
をしたいから」と前向きな気持ちでトレーニングをされていたこともありま
す。スポーツを通してその人の活力や生きがいを向上させてあげることも、
私共の大きな役割だと思っています。
3つ目は、地域への貢献。地域のみな
さんが健康になることがいちばんの
願いです。たとえばダイエットにして
も、私共は「食べるボディメイク」を推
奨しています。せっかく北見という、
良質な食材が豊富な街に住んでいる
んですから、おいしい物をしっかり食
べて、しっかり運動することが大事で
す。それが地域の活性化にも繋がれ
ばいいですね。

未来を見据えて
スーパーから水産加工へとシフト

　当クラブの特徴としては、トレーナーによるマンツー
マンの指導が受けられる「パーソナルコンディショニン
グ」をはじめ、クラブでは3か月に1回、姿勢や動作、体
組織をチェックする機能評価を行い、その人に必要な
トレーニングプログラムを更新していきます。また、ゴ
ルフのトレーナー資格も有するトレーナーもいますので、ゴルフに必要な
筋力強化など、より競技力をアップさせるトレーニングをご希望されるお
客様も多くいらっしゃいます。ここには、理学療法士もいれば、柔道整復師
やアスレチックトレーナーなど、さまざまな国家資格を持った専門家がい
て、トレーニングだけでなく、疲労や痛みなどの身体のトラブルのケアも
行います。クラブ内には整骨院も併設しており、ただ身体の張りをほぐす
だけでなく、なぜ張るのか？ どの筋力が足りないのか？ などをしっかりと
診て運動療法やストレッチなども行いながら根本的に治します。これで身
体の調子が良くなった患者さんが、自ら運動が大事だということに気付い
て入会してくださることも多いですね。

メディカルフィットネスの
普及を目指して
　えんしんさんにはオープン準備の際にさまざまなご指摘・ご指導をいた
だきました。専門的な知識はあっても、会社を経営していくという部分で
は右も左もわからない私たちに、親切丁寧にアドバイス頂けたことには
感謝しかありません。今では、えんしんさんの職員の方もクラブに通われ
ているんですよ（笑）　今後はトレーニングや身体のケアだけでなく、健
康維持や予防などの健康管理にも関わるメディカルフィットネスのさらな

る普及を目指して努力していきたいと思います。

食品業は
品質と信頼がすべて

　現在、弊社には50人ほどの従業員がおりますが、以前
とくらべればここ数年は人手不足は否めません。私から、
従業員たちに伝えているのは、仕事においてたまには衝
突も起きるだろうけど、仲間意識を持って、他人を思い
やって働いていこうということ。今後、国内の消費人口も
減っていく中で、海外への展開も考えつつも、今のお客
様も大切にしながら安定して良い商品を作っていけるよ
う、従業員一同、努力していきたいと思います。

今後も良い商品をしっかりと
作り続けたい

代表取締役社長  小林　大輔さん

女性更衣室にはシャワーはもちろ
ん、メイクルーム、無料タオルなど
が設置されているのでいつでも気
軽にトレーニングできる

鮮度と品質向上のために

妥協なき追求をし続ける

「株式会社 だいいち」。

安心・安全をモットーに、

自ら現場に出向いて

徹底した品質管理に力を入れている

小林社長に

お話を伺いました。

社屋

塩もみしてぬめりを取るなどの作業を行った後に、
自動でタコを茹でるマシン

主力商品「ブランチタコ」は、皮をむい
て湯通ししたタコ足を冷凍した商品

生筋子をイクラにする工程

塩水で洗って水切後、すばやく
トンネルフリーザーで凍結する

イタリア製フィットネスブランド「テクノジム」のマシンを
導入。車いすの方も使用できるマシンも完備

スタッフがマンツーマンでサポートするパーソナルコンディショニング
理学療法士や柔道整復師など、さまざまな専門知識を持った
スタッフたちは一流アスリートのサポートも行っている

整骨院も併設

工場搬入後、すばやくドレス加工し凍結する



　食品を取り扱う以上、お客様の信頼を得ることがもっとも重要ですの
で、商品の品質管理には重点を置いています。
　システムとしては、異物混入を防ぐためにX線探知機が2基、金属探知
機4基を設置。また、タコは鮮度が落ちやすいので、夏などはトラックに
ビッシリと積め込まずに、数台に分けてスピーディーに工場に搬入します。
仕入れ量に合わせるのではなく鮮度に合わせて運びます。冷凍するとき
も同様に、フリーザ―の能力が最大限に生かせる一定の量で凍結させま
す。コストを考えると、多くの量を入れて一度に凍結させるのが効率的で
すが、そこは妥協しません。原料を格納するタンクも250本あり、ひとつ
のタンクにたくさん入れると鮮度が落ちやすくなってしまうので、満杯に
せずに贅沢にスペースを空けて使うなど、過剰なぐらい気を付けて品質
管理を行っています。
　また、水産加工は、入荷量や鮮度状況が不安定ですので、私も自ら現場
に入り品質のチェックを欠かし
ません。本来、経営者が現場に
いるという状況はよくないのか
もしれませんが、私にとっては
「自分が納得できる商品を作
る」ことこそが最優先。品質が
すべてで、良いものをしっかり
と作っていれば、良いときも悪
いときも、お客様が常に自分た
ちの輪の中に入っていただける
と信じています。

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。

 
目指すは夢を叶える身体づくり
スポーツ医科学に基づいたトレーニングプログラム

スポーツのためのトレーニング、ケガや病気からの社会復帰など、
健康な人生を送るためのサポートにこだわった大森社長の熱い想いが伝わるお話でした。

夢を叶えるための身体づくりを
サポート

トレーニングだけでなく
身体のケアも専門家がサポート

「ただ運動する」のとは違う

一人ひとりに合ったトレーニングを提供。

道東初のメディカルフィットネスを掲げた

「PHYSIT（フィジット）」

代表取締役であり、

理学療法士をはじめとした

数々の国家資格を持つ

大森社長にお話を伺いました。

代表取締役  大森　達也さん
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えんしんのわえんしんのわ
株式会社 だいいち株式会社 PHYSIT（フィジット）

株式会社 だいいち 
鮮魚・魚・水産加工業

紋別郡遠軽町学田3丁目5-20  
TEL:0158-42-0833  FAX:0158-42-3817

スポーツクラブ PHYSIT（フィジット）  CONDITIONING 
メディカルフィットネス

北見市西富町1丁目1-7  TEL:0157-61-5510
【営業時間】 平日9:00～21:00、土日9:00～15:00　【休日】 毎週月曜日、祝日、夏季・年末年始

  【ホームページ】 https://www.physit.biz/

水産加工は鮮度＆品質がすべて
質の高い商品を作り続けることが信頼につながる

高い品質を維持するために、徹底した現場主義にこだわる
小林社長の製品づくりへの情熱が伝わるお話でした。

　もともとは町内で鮮魚を中心としたスーパーを営んでおりましたが、大
手が参入してきたりと厳しくなるのを予想して先代（父　英信）が次の世
代のためにと水産加工に切り替えたのが平成元年。最初は、常呂や湧別か
ら取り寄せたサケとタコ、ホタテなどの加工からはじめて創業から30年に
なります。主力商品は、10年前くらいからタコが中心となり、春は日高の
ヤナギダコ、夏はオホーツクのミズダコ、秋から冬が道東のミズダコと、
シーズンごとに仕入れ先を変化させながら、道内のスーパーや回転ずし、
道外、海外などに販売しております。
　海の無い遠軽町で水産業を営む上でのメリットは、目の前の浜だけでな
く、仕入れ先の海を全道的に見られるという点ですね。オホーツク海から
太平洋にかけて、時期によって仕入れ先が変化します。今年は、目の前の
オホーツクでサケが多く獲れていますが、良いものがあれば道東・日高か
らも仕入れるなど、全道に信頼できる仕入先があり、柔軟に対応できるの
が私たちの強みです。

　道東初のメディカルフィットネスとして、スポーツ医科学的な根拠に基づ
いたトレーニングプログラムを提供し、その人に合った身体づくりをサポー
トします。コンセプトは大きく3つあり、1つ目はお客様の夢や目標を叶え
るということ。そのために、入会時のカウンセリングで、お客様のご要望を
しっかりとお聞きします。「身体を作りたい」と思い立って足を運んでいた
だくということは、その先に叶えたい夢があるはずです。たとえば「お孫さ
んと山に登りたい」とか「息子と一緒にマラソン大会に出たい」とか、なん
でもいいんです。お客様の想いを最初にお聞きして、それを叶えるために
どうすればいいかを一緒に考えていきます。2つ目は人生を満足していた
だくこと。末期がんで余命わずかなご老人が、当クラブで「もう一度テニス
をしたいから」と前向きな気持ちでトレーニングをされていたこともありま
す。スポーツを通してその人の活力や生きがいを向上させてあげることも、
私共の大きな役割だと思っています。
3つ目は、地域への貢献。地域のみな
さんが健康になることがいちばんの
願いです。たとえばダイエットにして
も、私共は「食べるボディメイク」を推
奨しています。せっかく北見という、
良質な食材が豊富な街に住んでいる
んですから、おいしい物をしっかり食
べて、しっかり運動することが大事で
す。それが地域の活性化にも繋がれ
ばいいですね。

未来を見据えて
スーパーから水産加工へとシフト

　当クラブの特徴としては、トレーナーによるマンツー
マンの指導が受けられる「パーソナルコンディショニン
グ」をはじめ、クラブでは3か月に1回、姿勢や動作、体
組織をチェックする機能評価を行い、その人に必要な
トレーニングプログラムを更新していきます。また、ゴ
ルフのトレーナー資格も有するトレーナーもいますので、ゴルフに必要な
筋力強化など、より競技力をアップさせるトレーニングをご希望されるお
客様も多くいらっしゃいます。ここには、理学療法士もいれば、柔道整復師
やアスレチックトレーナーなど、さまざまな国家資格を持った専門家がい
て、トレーニングだけでなく、疲労や痛みなどの身体のトラブルのケアも
行います。クラブ内には整骨院も併設しており、ただ身体の張りをほぐす
だけでなく、なぜ張るのか？ どの筋力が足りないのか？ などをしっかりと
診て運動療法やストレッチなども行いながら根本的に治します。これで身
体の調子が良くなった患者さんが、自ら運動が大事だということに気付い
て入会してくださることも多いですね。

メディカルフィットネスの
普及を目指して
　えんしんさんにはオープン準備の際にさまざまなご指摘・ご指導をいた
だきました。専門的な知識はあっても、会社を経営していくという部分で
は右も左もわからない私たちに、親切丁寧にアドバイス頂けたことには
感謝しかありません。今では、えんしんさんの職員の方もクラブに通われ
ているんですよ（笑）　今後はトレーニングや身体のケアだけでなく、健
康維持や予防などの健康管理にも関わるメディカルフィットネスのさらな

る普及を目指して努力していきたいと思います。

食品業は
品質と信頼がすべて

　現在、弊社には50人ほどの従業員がおりますが、以前
とくらべればここ数年は人手不足は否めません。私から、
従業員たちに伝えているのは、仕事においてたまには衝
突も起きるだろうけど、仲間意識を持って、他人を思い
やって働いていこうということ。今後、国内の消費人口も
減っていく中で、海外への展開も考えつつも、今のお客
様も大切にしながら安定して良い商品を作っていけるよ
う、従業員一同、努力していきたいと思います。

今後も良い商品をしっかりと
作り続けたい

代表取締役社長  小林　大輔さん

女性更衣室にはシャワーはもちろ
ん、メイクルーム、無料タオルなど
が設置されているのでいつでも気
軽にトレーニングできる

鮮度と品質向上のために

妥協なき追求をし続ける

「株式会社 だいいち」。

安心・安全をモットーに、

自ら現場に出向いて

徹底した品質管理に力を入れている

小林社長に

お話を伺いました。

社屋

塩もみしてぬめりを取るなどの作業を行った後に、
自動でタコを茹でるマシン

主力商品「ブランチタコ」は、皮をむい
て湯通ししたタコ足を冷凍した商品

生筋子をイクラにする工程

塩水で洗って水切後、すばやく
トンネルフリーザーで凍結する

イタリア製フィットネスブランド「テクノジム」のマシンを
導入。車いすの方も使用できるマシンも完備

スタッフがマンツーマンでサポートするパーソナルコンディショニング
理学療法士や柔道整復師など、さまざまな専門知識を持った
スタッフたちは一流アスリートのサポートも行っている

整骨院も併設

工場搬入後、すばやくドレス加工し凍結する



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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趣味のカラオケにて

　入庫して１年半が経ちますが、真面目、誠実、勤勉な姿勢に陰りはなく、
日々成長しており頼もしさも垣間見られます。
　営業担当を開始した頃は、苦労を重ねたと思いますが、見た目の真面
目さと気軽に冗談を交わす一面のギャップから、お客様も打ち解けやす
く感じていただいており信頼も増している状況が伝わってきます。
　松原君の強みは、人の話をしっかり聞くことができることなので、これ
からも素直な気持ちを忘れることなく、同僚や後輩職員のお手本とな
る、えんしん職員を目指して頑張ってほしいと願っております。

宮の沢支店 （札幌市）

　平成２９年に遠軽信用金庫に入庫後、宮の沢支店に１年半
勤務し、現在は営業担当として、札幌地区の主力であるアパー
トローンや定期預金推進を中心に営業活動を行っています。
　大学では、経済学部や法学部ではなく文学部に所属してい
ましたので、金融機関に就職後、決算書や法律用語に馴染み
がなく理解するのに苦労しましたが、融資案件については、文
章による書類作成もあり、文学部で学んだ知識も多少の役に
は立っているような気がします。
　昨年の７月から営業担当者となり、店周地区を任されており
ますが、はじめの頃は慣れるまでが大変であり、名刺を渡して
も挨拶することしかできず、お客様の要望を聞き出すことが出
来なかったと思います。しかし、繰り返し訪問するうちに徐々に
深耕が図られ、最近では少しずつですが余裕もでき、冗談も交
えながら、お客様と会話をすることができるようになりました。
　また、訪問するお客様は色々な経験をされており、聞く話は
興味深いものばかりで勉強になることも多いため、私自身、人
としての成長を実感することができ、すべての面で充実した
日々を過ごしています。
　私は実家が北見市であり、当金庫が同じオホーツク管内で
あることも入庫した理由のひとつです。今後も、えんしん職員
としてお客様に有益な情報を提供できるよう頑張っていきた
いと思います。

宮の沢支店  営業担当

松原　瑛孝

宮の沢支店　支店長　檜森　幸治

2018旭川ハーフマラソン大会にて

　末広支店勤務３年目を迎え一通りの窓口業務をこなし、お客様のこと
をよく理解している当店の要の職員であります。学生時代、陸上部に所
属していたことから何事にもストイックに向き合い、持ち前の明るさと笑
顔を武器に来店されるお客様からの信頼も厚く、「星さんからお願いさ
れたら預金しないとね。」、「娘たちも紹介するから。」、「姉から窓口での
対応が良かったと評判を聞いたのでスーパードリームを預けたい。」等
のお言葉をいただくことが多々あり、日頃から声掛けを行っている努力
の成果ではないかと感じております。
　また、私が褒めるよりお客様からの暖かい言葉が次のステップへの糧
になり、日々の成長に繋がっているものだと実感しております。
　これからは、今までの経験から得たスキルを後輩職員へ繋いでいくこ
とはもちろん、自分自身が更なる高みを目指し、惜しまない努力をして
ほしいと願っております。

末広支店 （旭川市）

　平成２７年に入庫し、旭川支店で１年間の勤務を経て、現在は末広
支店のテラーとして預金業務を担当し３年目を迎えました。入庫当初
は苦手だったお客様とのコミュニケーションも徐々にとれるようにな
り、窓口応対でのわずかな時間ではありますが会話を楽しむことがで
きるようになってきました。
　当金庫では、年２回の定期性預金増強運動とポスティング活動を実
施しておりますが、ポスティング活動では取引のないお客様と接する
機会が増え、「一生懸命頑張っているから協力するね。」、「知り合いを
紹介するから。」と励ましの言葉をかけていただけることが何より嬉し
く、ますますお客様との会話が楽しくなりました。また、窓口での推進
活動のほか電話セールスによる推進も行っていますが、「えんしん」の
名を汚さないよう、お客様の顔が見えない分、声のトーンに気を付け、
商品内容をわかりやすく説明することを心掛けています。
　仕事を通じて地元に貢献することが目標だった私にとって、以前、市
外から引っ越してきたばかりのお客様との会話の中で、旭川市内の観
光地等を紹介したところ大変感謝され、「やっぱり地元の人は頼りにな
るね。」とありがたい言葉をいただいたことがあり、些細なことではあり
ましたが、テラーの仕事につけて良かったと実感いたしました。
　私は中学・高校と陸上部に所属していたことから、今年新たに創部さ
れたマラソン部に入部し、主に旭川市、士別市で開催されるマラソン
大会に参加しています。チームユニフォームを着て走ることで、沿道
の方々に「遠軽信金頑張れ！」と応援していただけるようになり、仕事以
外でも金庫の職員として身の引き締まる思いであります。
　今後は、後輩職員を育成する機会もあることから、先輩職員として
恥じないよう今まで以上に業務知識を蓄え、窓口に来店されるお客様
には「えんしんと取引して良かった。」と喜んでいただけるよう接客能
力の向上に努めたいと思います。

末広支店  窓口担当

星　美月

末広支店　支店長　小杉　裕司

道東信用金庫野球大会にて

　「仕事が面白くなっている時期なのだろう」ということが、周りで見
ている我々同僚はもちろん、担当しているお客様の声からも、それを
感じることができます。
　「支店長のところの石澤君はいい営業職員になったね。」、「石澤君
に頼まれたら嫌とは言えないよね。」など、大変ありがたい言葉をいた
だいており、石澤君の誠実さ、努力している姿やその状況が伝わって
きます。
　私がどんなに叱咤激励するよりも、お客様からいただく言葉の一つ
ひとつが、今の石澤君の原動力になり、大きな励みになっているのだ
と感じています。
　これからも、今の気持ちを忘れることなく、お客様のため、金庫のた
め、そして自分自身のために前向きな努力を続けてほしいと願うばか
りです。

西富支店 （北見市）

　平成２６年に遠軽信用金庫に入庫し、札幌地区の勤務を経て、昨年４

月から西富支店で営業担当として活動しています。

　西富支店は営業担当者３名で営業活動を行っており、私が担当させ

ていただいている地区は広範囲で、「結果を残さなければ」との責任を

感じておりますが、お会いしたお客様から感謝の言葉をかけていただ

いたときは、非常にやりがいを感じることができ、日々お客様のお役に

立てる「頼ってもらえる人」になれるよう努力しています。

　営業活動で意識していることは、お客様の気持ちに寄り添うことで

す。私たちも日々色々なことがあるように、お客様も日々の生活の中で

様々な出来事があると思います。お会いしたお客様の気持ちにしっか

りと寄り添い、「お客様に対して何かお手伝いできることはないか」、「ど

うすればお客様の役に立てるか」ということを真剣に考え、応対できる

よう努めています。

　遠軽信用金庫はクラブ活動が盛んであり、私は吹奏楽部に所属して

います。小・中学校の吹奏楽部でトランペットを演奏していた経験を活

かして、毎年開かれている道東信用金庫野球大会で、応援団として参

加しています。

　また、プライベートでは高校時代に卓球部に所属していたことから、

市内の社会人チームで毎週２回練習を行っています。大会にも出場し、

色々な方と交流することが多く、「卓球も仕事も頑張ってね。」と声をか

けられることもあります。これからも仕事やプライベートでの人間関係

を大切にし、色々な方と交流し人間力を深めていきたいと思います。

西富支店  営業担当

石澤　理一

西富支店　支店長　佐藤　祥晶

ペーパーフラワーで作成したリース

　帰山さんは、今年、パート職員から正規職員へ転換しました。仕事に対
する取り組みが意欲的であり、いつも笑顔でフットワークが軽く、私自身
も刺激をもらっています。
　しばらく営業店を離れていたので、業務知識等の不足により、窓口対応
に不安があったようですが、わからないことは、後から自分で事務取扱要
領を確認するなど、仕事を覚えることに積極的です。
　これからも、お客様が何を求めてご来店されているのかをしっかり把握
すること、お客様の立場に立って丁寧に伝えることを心掛けて、頑張って
くれることを期待しています。

生田原支店 （遠軽町）

　私は、本部の事務集中部門から７月２日に生田原支店へ異

動となり、５年ぶりの営業店勤務となりました。営業店と本部で

は仕事が大きく異なり、営業店の仕事を覚えていくことに必死

でしたが、わからないことは支店の方々が丁寧に教えて下さり、

徐々に支店の雰囲気や窓口業務にも慣れ始めてきました。

　現在は、融資の仕事にも少しずつ携わっていますが、慣れな

い業務のため、教えていただいたことは忘れないように必ずメ

モをとること、事務処理方法を確認することを徹底しています。

また、各種検定試験の受験により、金融知識も身につけ、多く

の業務を覚えていきたいです。

　お客様との応対では常に笑顔でいること、丁寧でわかりやす

い説明をすることを心掛けており、いち早くお客様に顔を覚え

ていただき、頼られる存在になっていくことが目標です。

　プライベートではペーパーフラワーに興味があり、休日は、

それを用いたリース等のものづくりにはまっています。本やイ

ンターネットを参考にして、現在はクリスマスやお正月に向け

たものを作り始めています。

生田原支店  窓口担当

帰山　千怜

生田原支店　支店長　栗木　保和
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趣味のカラオケにて
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宮の沢支店  営業担当

松原　瑛孝

宮の沢支店　支店長　檜森　幸治

2018旭川ハーフマラソン大会にて
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末広支店  窓口担当

星　美月

末広支店　支店長　小杉　裕司

道東信用金庫野球大会にて
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西富支店  営業担当

石澤　理一

西富支店　支店長　佐藤　祥晶

ペーパーフラワーで作成したリース
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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、平成30年度上期（平成30年4月～平成30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、平成30年度上期（平成30年4月～平成30年9月）の活動をご紹介いたします。

第１０回夢付き定期預金《スーパードリーム》抽選会の開催

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（平成30年12月12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

えんしん
教育カード
ローン
お子様の
教育資金に

2018

9/14（金）

当金庫主催の少年野球大会、少年サッカー大会の開催2018

5月・6月

　当金庫では、青少年育成活動の一環として、平成２７年から毎年、少年野球大会と少年サッカー大会を開催しています。
　今年は、「第４回遠軽信用金庫杯争奪少年軟式野球遠軽地区大会」を５月１９日、２０日及び２６日の３日間に亘り開催し、遠軽地区の
少年野球チーム５チームに参加いただきました。各チーム熱戦を繰り広げた結果、今大会は「遠軽東イースターズ」が優勝しました。
　また、６月９日には、「第４回遠軽信用金庫杯Ｕ－１０サッカー大会」を開催し、遠軽地区や管内の少年サッカーチーム計１０チームに
参加いただきました。各チームが優勝を目指して激戦を繰り広げ、予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち抜いた「ＦＣベーネ」（小清水
町）が優勝しました。

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催
2018

9/1（土）
　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、平成２３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１９６名の方々にお集まりいただきました。
　講師には、日本不動産研究所の川崎保彦氏と税理士の為広章氏のお二人を迎え、「不動産
投資市場におけるヘルスケア施設（サービス付き高齢者向け住宅）の現状と価格評価・事業収
支分析の要点」（川崎氏）、「家族信託の概要」（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、「法人経営や相続対策など、資産全体を見直しする良いきっかけ
になりました」、「家族信託の話が大変参考になった」等、たくさんのご意見をいただきました。

【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、平成３０年９月２８日に当選者の預金口座にお振り込みしました。

　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６７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、「北見ぼんちまつり屯田大綱引き」（北
見地区）や、「北海道綱引きフェスティバル」（旭川地区）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。

各地のお祭りやイベントへの参加、ボランティア活動等
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えんしんの取り組みえんしんの取り組み
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4月～9月

　「夢付き定期預金《スーパードリーム》」の第１０回抽
選会を当金庫本店で開催いたしました。
　今回は第１０回発売分（平成２９年１０月１日～平成
３０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５
本（１０万円×１０本連続×５組）となり６名のお客様が
当選され、そのうち４名のお客様が最高懸賞金額１００
万円に当選されました。

　札幌市で開催された「北海道マラソン２０１８」に、当金庫から沿道サ
ポーターボランティアとして札幌地区の職員３０名が参加しました。
　沿道サポーターは、沿道で応援する観客の安全確保を図り、一般車
両への交通規制等の案内をするほか、ランナーに声援を送るという役
割であり、当金庫から参加した職員は、他のボランティアの方々ととも
に積極的に活動を行いました。
　またこのほか、今年度から新たに創部した当金庫のマラソン部から、
９名がランナーとして参加し、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。

北海道マラソン２０１８への参加2018

8/26（日）

千人踊り

コスモス園コスモス園

美化運動２０１８北海道綱引きフェスティバルin旭川

※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。

当金庫旭川支店2018年10月1日～2019年3月31日
お取扱期間 抽 選 日

抽選場所

2019年9月20日㈮



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、平成30年度上期（平成30年4月～平成30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、平成30年度上期（平成30年4月～平成30年9月）の活動をご紹介いたします。

第１０回夢付き定期預金《スーパードリーム》抽選会の開催

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（平成30年12月12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

えんしん
教育カード
ローン
お子様の
教育資金に

2018

9/14（金）

当金庫主催の少年野球大会、少年サッカー大会の開催2018

5月・6月

　当金庫では、青少年育成活動の一環として、平成２７年から毎年、少年野球大会と少年サッカー大会を開催しています。
　今年は、「第４回遠軽信用金庫杯争奪少年軟式野球遠軽地区大会」を５月１９日、２０日及び２６日の３日間に亘り開催し、遠軽地区の
少年野球チーム５チームに参加いただきました。各チーム熱戦を繰り広げた結果、今大会は「遠軽東イースターズ」が優勝しました。
　また、６月９日には、「第４回遠軽信用金庫杯Ｕ－１０サッカー大会」を開催し、遠軽地区や管内の少年サッカーチーム計１０チームに
参加いただきました。各チームが優勝を目指して激戦を繰り広げ、予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち抜いた「ＦＣベーネ」（小清水
町）が優勝しました。

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催
2018

9/1（土）
　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、平成２３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１９６名の方々にお集まりいただきました。
　講師には、日本不動産研究所の川崎保彦氏と税理士の為広章氏のお二人を迎え、「不動産
投資市場におけるヘルスケア施設（サービス付き高齢者向け住宅）の現状と価格評価・事業収
支分析の要点」（川崎氏）、「家族信託の概要」（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、「法人経営や相続対策など、資産全体を見直しする良いきっかけ
になりました」、「家族信託の話が大変参考になった」等、たくさんのご意見をいただきました。

【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、平成３０年９月２８日に当選者の預金口座にお振り込みしました。

　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６７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、「北見ぼんちまつり屯田大綱引き」（北
見地区）や、「北海道綱引きフェスティバル」（旭川地区）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。

各地のお祭りやイベントへの参加、ボランティア活動等

87 12 12

えんしんの取り組みえんしんの取り組み

2018

4月～9月

　「夢付き定期預金《スーパードリーム》」の第１０回抽
選会を当金庫本店で開催いたしました。
　今回は第１０回発売分（平成２９年１０月１日～平成
３０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５
本（１０万円×１０本連続×５組）となり６名のお客様が
当選され、そのうち４名のお客様が最高懸賞金額１００
万円に当選されました。

　札幌市で開催された「北海道マラソン２０１８」に、当金庫から沿道サ
ポーターボランティアとして札幌地区の職員３０名が参加しました。
　沿道サポーターは、沿道で応援する観客の安全確保を図り、一般車
両への交通規制等の案内をするほか、ランナーに声援を送るという役
割であり、当金庫から参加した職員は、他のボランティアの方々ととも
に積極的に活動を行いました。
　またこのほか、今年度から新たに創部した当金庫のマラソン部から、
９名がランナーとして参加し、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。

北海道マラソン２０１８への参加2018

8/26（日）

千人踊り

コスモス園コスモス園

美化運動２０１８北海道綱引きフェスティバルin旭川

※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。

当金庫旭川支店2018年10月1日～2019年3月31日
お取扱期間 抽 選 日

抽選場所

2019年9月20日㈮



平成30年度の業況（平成30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、３０年９月末残高は
３，２３０億円（２９年９月末比６０億円増）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）

3,230
60

3,169
100

3,068
123

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

残 高
前期比増減

　貸出金は、積極的な推進活動を展開した結果、ア
パートローンやメディカルローンなどを中心に成果
が上がり、３０年９月末残高は１，５８０億円（２９年９月
末比８２億円増）となりました。

　自己資本額は、利益の積み上げにより、２３９億円（２９年９月末比４億円増）となりました。
　自己資本比率は、資産構成の変動により、１９．３７％（同１．２９ポイント低下）となりましたが、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）

1,580
82

1,498
85

1,413
51

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

残 高
前期比増減

19.37
△1.29

20.66
△0.67

21.33
△0.76

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

自己資本比率
前期比増減

239
4

235
7

227
5

平成30年9月末平成29年9月末平成28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
3,300

3,200

3,100

3,000

3,169

3,068

預　金

3,230

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

単位：億円
1,550

1,500

1,450

1,400

貸出金

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

1,498

1,413

1,580 単位：％
自己資本比率

単位：億円
240

230

220

210

235

227

自己資本額
239

平成30年9月末平成29年9月末平成28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9億円（29年9月末比0.8億円増）となりました。
　総与信額に占める割合（不良債権比率）は０．６０％（同０．０２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９０．２５％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）
平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

不良債権比率
前期比増減

0.58
△0.81

1.39
△0.03

0.60
0.02

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

不良債権額
前期比増減

8
△11

20
0.2

9
0.8

保　全　額 718 8
保　全　率 88.6089.95 90.25

単位：％
2.0

1.5

1.0

0.5

不良債権比率

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

単位：億円
25

20

15

10

5

不良債権額と保全の状況

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

0.58
開示残高
8 保全額

7

開示残高
20 保全額

18

2

5 6

16

11

6

22

21

20

19

20.66

21.33

19.37

平成30年9月末平成29年9月末平成28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

1.39

0.60

経常利益・当期純利益2

■当期純利益 （単位：億円）

　経常利益は、国債等債券売却益が２９年９月末に比べ１１９百万円減少したこと及び不良債権処理費用（貸出金償却及び
個別貸倒引当金繰入額）が２９年９月末に比べ２０百万円増加したこと等により、３．７億円(２９年９月末比０．９億円減)となり、
当期純利益は２．４億円（同０．９億円減）となりました。

■経常利益 （単位：億円）
平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

経 常 利 益
前期比増減

3.7
△0.9

4.7
3.4

1.2
△5.3

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

当期純利益
前期比増減

2.4
△0.9

3.3
2.9

0.4
△4.1

単位：億円

5

3

4

2

1

4.7

1.2

経常利益

3.7

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末

単位：億円
4

3

2

1

3.3

0.4

当期純利益

2.4

平成30年9月末平成29年9月末平成28年9月末
0

109 12 12

2

0 1

開示残高
9 保全額

81

7 7

0 1
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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。
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向　陽　園
アート活動支援室ぴかり

　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」。入所者
さんたちによる斬新でユニークなアート作品は、多くの作品展などで好評を得ています。今回の本誌の表紙を飾
る4つのアート。まず、佐川賢志さんによる「でんでんカーニバル」は、自身が創造したキャラクターたちが大集合し
た作品です。佐川さんは、施設の会報誌でも4コマ漫画を手掛けており、独自の絵のタッチやユーモアセンスはプ
ロも顔負けです。かわいいブタの絵は、林あけみさんによるアート。車が大好きな國井勇さんによるカラフルで迫
力のある作品は、コンテストでの受賞歴もあるほど。細かくいろんなキャラクターが描かれた賑やかな作品は、歳
永和雄さんによるもので、普段はビニールテープを使った切り絵などを楽しんでいるそうです。
　「向陽園」の入所者さんによる個性豊かな作品の数々は、イラストやちぎり絵、フェルトや布を使った縫物など、
日々さまざまなカタチで誕生しています。

※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２０１９（遠軽信用金庫杯、デサントカップ、えんがるカップ） 遠軽町

７月上旬 オホーツクサイクリング 湧別町・佐呂間町他

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
２０１9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

８月中旬～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

９月上旬
えんがる物産まつり 遠軽町
シンデレラ夢かぼちゃまつり（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

遠軽信用金庫OB会設立総会の開催

個性あふれる向陽園の入所者さんたちによるアート作品

湧別町

５月上旬 五鹿山公園まつり 湧別町

9月下旬
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。２０１９年カレン
ダーは、遠軽町丸瀬布の「山彦の滝」を題材に取りあげ、高さ２８ｍの太い一本の滝で、
雪解けの季節になると轟々と音を立てて流れ落ちる雄大な姿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布中（※）ですので、ぜひご愛用ください。
※当金庫本支店での配布は、平成３１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。

　平成３０年１０月５日、遠軽町のホテルサンシャインにて「遠軽信用金庫ＯＢ会設立総会」
を開催いたしました。
　このＯＢ会は、金庫の発展に尽力された先達の努力に対し敬意を表するとともに、会員
相互の親睦と交流を図ることを目的に設立されたものであります。
　当日は、ＯＢ７２名にお集まりいただ
き、ＯＢ会の名称を「えんしんがんぼう
会」とすることや役員の決定等がなさ
れ、引き続き行われた懇親会では、歴
代の職員名簿や懐かしい写真をご覧
いただくなど、盛会のうちに終えるこ
とができました。

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/　2018年12月12日発行
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