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1年のあゆみ

3938

No.2 岩倉支店建替えオープンNo.1 いちい信金杯
　　  ティーボール大会

No.3 次世代クラブ講演会 No.5 ふれあいクラブ一泊旅行No.4 津波や浸水を想定した
　　  防災訓練

No.6 いちい信金杯
　　  グラウンド・ゴルフ大会

上半期

ＢＣＰ防災訓練を実施

「キャッシュレス決済導入支援セミナー」を本店４階大会議室にて開催

名北支店にて、経営相談会を開催

「ＢＣＰ策定支援セミナー」を本店４階大会議室にて開催

26日

12日 次世代クラブ経営研究会を開催(～20日)

12日

18日

津波や浸水を想定した防災訓練をいちい信金スポーツセンターにて実施（写真No.4参照）

愛北営業部にて、経営相談会を開催29日

1日

19日

「いちいレディースクラブ」第６回総会およびセミナー「生きることは社会と繋がること 働くことで社会と繋がる」
（講師 ＴＩＹ株式会社 小出晶子氏）を開催

「アンサンブルいちい」の演奏会を社会福祉法人愛燦会「長寿の里」で開催22日

28日

総代候補者選考委員会を開催22日

2019年版ディスクロージャー誌を発刊30日

第６４回おりもの感謝祭一宮七夕まつり「ワッショーいちのみや」に当金庫役職員３８名が参加26日

いちい金融スクール「夏休み親子で学ぶ金融教室（本店で講義後、『トヨタ産業技術記念館』にて社会見学）」を開催24日

いちい信金スポーツセンターにて開催された「プール利用者促進イベント」に協賛(～8月31日)1日

甚目寺支店にて、経営相談会を開催26日

「自転車安全利用教室」を一宮市立木曽川中学校にて開催26日

「自転車安全利用教室」を岩倉市立南部中学校にて開催18日

「次世代クラブ」第１６回総会および講演会「世界はどこへ向かおうとしているのか」（講師 三浦瑠麗氏）を開催
（写真No.3参照）

18日

第３４回交通安全・防犯キャンペーンならびに交通安全教室を一宮市立大和中学校にて開催14日

尾張一宮駅前ビル(ｉビル)にて開催された「2019市民と企業の協働フェスタｉｎ一宮」に参加8日

夏期特別定期預金「サマーキャンペーン」を実施(～8月30日)3日

ホタル観賞会(一般公開)を開催(～7日)3日

「岩倉支店」を建替え、オープン（写真No.2参照）3日

いちいレディースクラブ経営研究会を開催22日

いちい信金スポーツセンターにて開催された「第５回いちい信金杯ティーボール大会」に協賛(～12日)（写真No.1参照）11日

ＡＴＭ振込制限の年齢を７０歳以上から６５歳以上に変更24日

「インターネットバンキングサービス」および「いちい信用金庫アプリ」の問合わせ用フリーダイヤルを開設22日

丹陽幼稚園児によるホタルの幼虫の放流を実施22日

「自転車安全利用教室」を愛知県立一宮高等学校にて開催22日

福利厚生パートナー契約先に対する「若手社員向けセミナー」を開催18日

「自転車安全利用教室」を愛知県立一宮西高等学校にて開催18日

4月

5月

6月

7月

8月

9月
29日

22日

尾張５市商工会議所（一宮、津島、稲沢、江南、犬山）、商工会（岩倉市、扶桑町、大口町）と「第８回西尾張創業塾」
を共同開催(～2月15日)

「第６４回新入学を祝うよい子のつどい」へ協賛(～31日)

18日

いっしん育英会「奨学生懇談会」を本店４階大会議室にて開催27日
ふれあいクラブ御園座観劇会「梅沢富美男・研ナオコ特別講演」を開催14日

マルチＱＲコード決済サービス(キャッシュレス決済)の取扱いを開始3日
「認知症の人にやさしい企業サポーター養成事業（ONEアクション研修）」を開催13日
「愛知ビジネスパークいざ検索！」の企業交流会をホテルトヨタキャッスルにて開催13日
いちいレディースクラブ経営研究会「接客接遇＆基本マナー」(講師 プレゼンジャパン 梶田香織氏)を開催18日
休日における「新型コロナウイルスに関連した融資相談会」を開催（21日、28日）14日

第９回「いちい信金杯争奪インドアソフトテニス大会」を後援14日
「金融講座」を修文大学短期大学部にて開催11日
冬期特別金利定期預金「雅」の取扱いを開始(～1月31日)
「一宮イルミネーション事業」へ協賛(～1月13日)1日

2日

上半期ディスクロージャー誌を発刊29日
「自転車安全利用教室」を一宮市立尾西第三中学校にて開催28日
駅西支店にて、経営相談会を開催25日
「アンサンブルいちい」の演奏会を社会福祉法人ともいき福祉会「特別養護老人ホーム ぬく森」で開催21日
新任総代の集いを開催21日
「遺言・相続全国一斉相談会」を開催15日

「事業承継の『いろは』を学ぶやさしい事業承継セミナー」を開催11日
次世代クラブ見学会（訪問先　浅野撚糸株式会社）を開催13日

「一宮市消防音楽隊第41回定期演奏会」に協賛10日
いちいレディースクラブ見学会（訪問先　トヨタ博物館）を開催8日
「アンサンブルいちい」の演奏会を「お菓子フェア2019」会場にて開催26日

25日

本店営業部にて、経営相談会を開催24日

第５回「いちい信金杯グラウンド・ゴルフ大会」に協賛（写真No.6参照）18日
リバースモーゲージローン「いちい リ・バース６０」の取扱いを開始15日
後見支援預金の取扱いを開始15日

10月

1日 ふれあいクラブ一泊旅行「志摩観光ホテル ザ クラシックに泊まるお伊勢さん参拝と英虞湾クルーズの旅」を
開催(～18日)（写真No.5参照）

下半期

「認知症ＶＲ体験会」を本店４階大会議室にて開催4日

医療保険「がん診断保険Ｒ」の取扱いを開始7日
いちいレディースクラブ経営研究会「小さな会社でつくる人事評価制度 同一労働 同一賃金制度施行から」
(講師 朝日税理士法人)を開催9日

「一宮だいだいフェスタ大集合for Halloween2019」に協賛(～27日)5日

11月

12月

1月

2月

3月

「お菓子フェア2019」（第１１回いちいお菓子フェア）を一宮市総合体育館で開催
出展業者６９社および１大学５高校が出展し、１日目は個別商談会を開催し、２０４件の商談、２日目は一般向け
展示即売会を開催し、約１３，０００名が来場(～26日)

新春講演会「最新の国際情勢と日本経済に与える影響」（講師 外交政策研究所 代表 宮家邦彦氏）を
一宮市民会館にて開催
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