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ふれあいトピックス

『おんしん  おむすび会』について

西日本新聞　掲載記事（平成25年5月30日　朝刊）

このたび、おんしんで公的年金をお受け取りいただいているお客様を会員とする「おんしん
おむすび会」が発足しました。
名前の由来は、おむすび会主催のイベント等を通して地域の皆さまのご縁を「結ぶ」お手伝
いをしていきたいという想いを込めました。
会員になっていただいた方にはさまざまな特典をご用意しております。
おむすび会のイメージキャラクターとして「おむすびくん」も誕生しました。
これからの「おんしん　おむすび会」の活動にご期待ください。

＊期間限定特別金利の「おむすび会発足記念定期預金」（平成26年3月迄）
＊金利優遇の「すえひろ定期預金」
＊ＡＴＭ手数料の無料化（平成25年8月サービス開始予定）
＊年金お届けサービス（平成25年9月サービス開始予定）
＊年金お受取り指定（新規・変更）のご成約プレゼント
＊年金感謝デーご来店プレゼント
＊誕生日プレゼント
＊貸金庫使用料の優遇（２０％割引）
＊年金についての無料相談承り
＊おんしん講演会の優先入場案内

「
お
ん
し
ん
」こ
の
１
年
間
の
出
来
事
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「おんしん おむすび会」には、以下のちょっと“お得”な特典があります。

おんしん　おむすび会　
イメージキャラクター
「おむすびくん」　

私たち、
ねんきんアドバイザーに
ご相談ください！

2012. 8  ■ 「世界一行きたい科学広場in宗像」共催
   ・宗像ユリックスに３，８００名来場

  ■ 「福筑地区信用金庫野球大会」
   ・おんしん野球部優勝

2012. 10  ■ 「九州北部信用金庫協会野球大会」

  ■ 「第８回おんしんゴルフ大会」を開催
   ・福岡国際カントリークラブ

  ■ 遠賀支店オープン

2012. 11  ■ 「おんしん講演会」～おんしん「おと＆かたりの昼下がり２０１２」～を開催
   宗像ユリックスに１，８００名来場
   ・響ホール室内合奏団
   ・三遊亭歌之介師匠
   ・福岡教育大学アカペラサークル

2013. 2  ■ 鹿児島相互信用金庫サッカー部
   との親善試合開催
   鹿児島相互信用金庫グラウンドにて

2013. 3  ■ 事業部発足

2013. 4  ■ おんしんふれあい旅行
   ・島原・雲仙と新世界三大夜景に認定された長崎の旅（１泊２日）
   ・１５５名参加（長崎ホテル清風）

  ■ 第１９回おんしんマナー研修会
   ・「魅力学のすすめ～魅力は羽ばたく翼になる～」１２５名が参加
   ・講師　ＩＡＡ永江靜香社長

2013. 5  ■ 「おんがレガッタ大会」に
    おんしんチーム参加

  ■ 「おんしんおむすび会」発足

2013. 6  ■ 「おんしんおむすび会」発足記念定期預金『おむすび定期』を発売

  ■ 「信用金庫の日」献血活動
   ・本部１Ｆロビーにて32名に協力いただき、
    29名の献血、7名が骨髄バンク登録

  ■ 「おんしんギャラリー寄席」
   ・林家きく麿師匠
    遠賀支店ギャラリーにて

「おんしん おむすび会」の特典

＊旅行会、グラウンド
　ゴルフ大会等の各種
　イベントへのお誘い
＊各店舗に併設している
　「ギャラリー」の使用料を２０％割引
＊セカンドライフローン
　金利3%引き下げ

おんしん講演会 ケーナの演奏

鹿児島相互信金サッカー部遠征

マナー研修会

おむすび定期

世界一行きたい
科学広場in宗像

福筑野球大会

おんがレガッタ大会

「信用金庫の日」献血活動

おんしん講演会 
三遊亭歌之介

おんしんギャラリー寄席
林家きく麿
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地域の皆様の笑顔が、私たちの喜びです。

　地域共生店舗の１０号店として平成24年10月にオープンした遠賀支店をご紹介します。
　新遠賀支店は遠賀町役場の敷地内に位置し、広い駐車場も完備して、よりお客様に利用していただきやすい
環境となりました。
　ロビーには誰でも作品を展示することができる「ふれあいギャラリー」を設け、土・日・祝日でも自由にご覧いた
だけます。また、車イスのままでも利用することができる「お客様専用トイレ」、365日ご利用可能な「全自動貸金
庫」は顔で鍵が開く顔認証タイプとなっております。
　支店職員一同、みなさまのご来店をこころからお待ちしております。
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遠賀支店案内
昭和24年
昭和28年
昭和29年
昭和30年
昭和34年

平成7年
平成9年
平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年
平成17年

平成18年
（2006年）

平成1９年
（2007年）

平成２０年
（2008年）

平成２1年
（2009年）

平成22年
（2010年）

平成23年
（2011年）

平成24年
（2012年）

平成25年
（2013年）

■おんしんのあゆみ

（1949年）
（1953年）
（1954年）
（1955年）
（1959年）

（1995年）
（1997年）
（1999年）

（2000年）

（2001年）

（2002年）

（2003年）

（2004年）
（2005年）

６月

２月
6月
6月

７月
７月
９月
４月
6月
3月

5月
6月
７月

6月

10月

11月
4月

5月

市街地信用組合法施行により「水巻信用組合」設立
信用金庫法に基づき、「水巻信用金庫」へ組織を変更
「遠賀信用金庫」に名称変更
営業地域を遠賀郡一円に拡張
全国信用金庫連合会（現・信金中央金庫）の
代理業務取扱開始
本部を岡垣町に移転
インターネットのホームページを開設
テレホンバンキングのサービスを開始
投資信託の窓口販売を開始
デビットカードのサービスを開始
携帯電話による振込・振替サービスを開始
「おんしんインターネットバンキング」のサービスを開始
「しんきんゼロネットサービス」を開始
中村理事長就任
保険の窓口販売を開始
Ｑネットサービスの取扱を開始
「おんしんの通信簿」創刊
おまとめローン「まと丸くん」の取扱を開始
個人向け国債の取扱を開始
地域共生店舗1号店となる岡垣支店をオープン
地域共生店舗2号店となる本店をオープン
医大前支店に顔認証付全自動貸金庫を導入
地域共生店舗3号店となる芦屋支店をオープン
地域共生店舗4号店となる福岡東支店をオープン
信用金庫ＰＲコンクールにて「メチャカード」が
信金中金理事長賞受賞
特別定期「豊齢」、「温心｣発売
地域共生店舗５号店となるみやじ参道支店をオープン
地域共生店舗６号店となる空港東支店をオープン
キャッシュバック付フリーローン・おんがえし発売
地域共生店舗７号店となるむなかた支店をオープン
地域共生店舗８号店となる新宮支店をオープン
創立60周年
地域共生店舗9号店となる古賀支店をオープン
「クローバーしんきんグループ」合意書署名式
福岡財務支局より「地域密着型金融」への取り組みに
対し顕彰を受ける
「第14回信用金庫社会貢献賞」受賞
金融担当大臣より顕彰を受ける
浅木出張所が支店に昇格
サマータイム新規導入
えもときよひこ氏の作品が、東日本大震災復興事業を記
念して発行される記念金貨のデザインに選ばれる
岡部理事長就任
地域共生店舗１０号店となる遠賀支店オープン
おんしん講演会「おと＆かたりの昼下がり2012」開催
「おんしんふれあい旅行」開催（島原、長崎）
「第19回おんしんマナー研修会」開催
サマータイム実施
「おんしんおむすび会」発足

　えもときよひこ氏には、通帳のデザインのほか、２００２
年からおんしんカレンダーを作成いただいております。
２０１４年の干支、午年にちなんだ、木馬を描いた版画を題
材としていただきました。

ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得した競泳の鈴木聡美選
手（遠賀町出身）のお母様である鈴木裕子様に第１号来店者と
してお越しいただきました。

総合口座通帳

定期預金通帳

えもときよひこ氏デザインの
記念金貨図案
実物は直径26mm、重さ15.6g
　東日本大震災復興事業を
記念して発行される記念金
貨のデザインに見事選ばれ
ました。

1951年北九州市生まれ。
岡垣町在住。
福教大大学院卒業。
日本美術家連盟会員。
（社）太平洋美術会美術会賞等受賞5回。
県立小倉・田川工業・折尾高校で
教鞭を執る。
その後、木版画家として、全国300
か所で個展を開催。幅広い支持が広がっています。

■2014年カレンダー

■えもときよひこ氏のご紹介

店内の様子

遠賀支店オープン式典

ATMコーナー

全自動貸金庫（顔認証） 中央左：さかいみる様　中央右：鈴木聡美選手のお母様ふれあいギャラリー
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　東日本大震災復興事業を
記念して発行される記念金
貨のデザインに見事選ばれ
ました。

1951年北九州市生まれ。
岡垣町在住。
福教大大学院卒業。
日本美術家連盟会員。
（社）太平洋美術会美術会賞等受賞5回。
県立小倉・田川工業・折尾高校で
教鞭を執る。
その後、木版画家として、全国300
か所で個展を開催。幅広い支持が広がっています。

■2014年カレンダー

■えもときよひこ氏のご紹介

店内の様子

遠賀支店オープン式典

ATMコーナー

全自動貸金庫（顔認証） 中央左：さかいみる様　中央右：鈴木聡美選手のお母様ふれあいギャラリー




