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　地域共生店舗の１１号店として平成２７年３月、遠賀町に
浅木支店がリニューアルオープンしました。
　焼き杉板を張ったような外観の店内には、お客様同士が
気軽におくつろぎいただける囲炉裏風大型テーブルのほか、
お客様専用トイレやミニギャラリーなどを配置しました。遠賀
町との地域応援団協定第１弾の「地域コミュニケーションを
応援するモデル店舗」としても位置付けられています。

15 16

浅木支店 のご案内

　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。

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、今年度中に発行の予定です。

1951年北九州市生まれ。
岡垣町在住。
福岡教育大学大学院卒業。
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、全国で個展を開催。幅
広い支持が広がっています。

■2015年カレンダー■えもときよひこ氏のご紹介

記載台兼用の囲炉裏風大型テーブルを配した店内

ＡＴＭコーナー（上）と
お客様専用トイレ（下）

「おんしんのホームページ」「おんしんの通信簿」などのご案内

　おんしんの情報や各種ローン、インターネットバンキングなどのサービスはもちろん、地域イベントなど生活に密着した
情報満載。ぜひおんしんホームページにアクセスしてください。

　おんしんのキャラクターデザインでおなじみのさかいみる夫妻が、平成
23年から東日本大震災で被災した地域の子どもたちに絵本を贈り、夢と
希望を一緒に届けている支援プロジェクトです。平成27年度もご賛同して
いただいた全国の方々からの支援を受け、第5作目を制作されています。
おんしんは、この「絵本deえがお」プロジェクトを応援しています。今年は
信金業界との結びつきを強め、東北の各信用金庫や信用金庫協会等の制作
支援はもとより、被災地域配布先の細かな選定まで、被災地の信金なら
ではの力強い協力を得ています。
　また、「絵本deえがお」の絵本「きみのこととってもすきさ」と「ありが
とう」が総務省による被災地域情報化推進事業のひとつとして、国立国会
図書館の東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」等との連携を通じて、宮城県
震災デジタルアーカイブで公開、保存されることになりました。

■おんしんの通信簿

■おんしんのホームページ

■黒ネコ
　「メチャくん」について

■「絵本deえがお」プロジェクトを応援

　「おんしんの通信簿」は、わかりやすい表現とデザインで、年4回、おんしんの業績や情報をタイムリーにお伝えします。

スマートフォンからは
http://www.onshin.com/sp/

携帯からは　
http://www.onshin.com/new/mobile/

　遠賀町在住の絵本作家
さかいみるさんが描く黒ネコ
の「メチャくん」は、遠賀信用
金庫（おんしん）のイメージ
キャラクターです。

お客様による
ギャラリーの作品

地域の皆さまの笑顔が、私たちの喜びです。

　初の女性支店長となった浅木の松尾支店長（→写真、右
から２人め）がＴＶＱ九州放送の取材を受け、「Ｂｅｙｏｎｄ 輝き
ＷＯＭＥＮ」の番組で放送されました。



ONSHIN REPORT 2015 ONSHIN REPORT 2015

ふれあいトピックス

　地域共生店舗の１１号店として平成２７年３月、遠賀町に
浅木支店がリニューアルオープンしました。
　焼き杉板を張ったような外観の店内には、お客様同士が
気軽におくつろぎいただける囲炉裏風大型テーブルのほか、
お客様専用トイレやミニギャラリーなどを配置しました。遠賀
町との地域応援団協定第１弾の「地域コミュニケーションを
応援するモデル店舗」としても位置付けられています。

15 16

浅木支店 のご案内

　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。

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、今年度中に発行の予定です。

1951年北九州市生まれ。
岡垣町在住。
福岡教育大学大学院卒業。
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、全国で個展を開催。幅
広い支持が広がっています。

■2015年カレンダー■えもときよひこ氏のご紹介

記載台兼用の囲炉裏風大型テーブルを配した店内

ＡＴＭコーナー（上）と
お客様専用トイレ（下）

「おんしんのホームページ」「おんしんの通信簿」などのご案内

　おんしんの情報や各種ローン、インターネットバンキングなどのサービスはもちろん、地域イベントなど生活に密着した
情報満載。ぜひおんしんホームページにアクセスしてください。

　おんしんのキャラクターデザインでおなじみのさかいみる夫妻が、平成
23年から東日本大震災で被災した地域の子どもたちに絵本を贈り、夢と
希望を一緒に届けている支援プロジェクトです。平成27年度もご賛同して
いただいた全国の方々からの支援を受け、第5作目を制作されています。
おんしんは、この「絵本deえがお」プロジェクトを応援しています。今年は
信金業界との結びつきを強め、東北の各信用金庫や信用金庫協会等の制作
支援はもとより、被災地域配布先の細かな選定まで、被災地の信金なら
ではの力強い協力を得ています。
　また、「絵本deえがお」の絵本「きみのこととってもすきさ」と「ありが
とう」が総務省による被災地域情報化推進事業のひとつとして、国立国会
図書館の東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」等との連携を通じて、宮城県
震災デジタルアーカイブで公開、保存されることになりました。

■おんしんの通信簿

■おんしんのホームページ

■黒ネコ
　「メチャくん」について

■「絵本deえがお」プロジェクトを応援

　「おんしんの通信簿」は、わかりやすい表現とデザインで、年4回、おんしんの業績や情報をタイムリーにお伝えします。

スマートフォンからは
http://www.onshin.com/sp/

携帯からは　
http://www.onshin.com/new/mobile/

　遠賀町在住の絵本作家
さかいみるさんが描く黒ネコ
の「メチャくん」は、遠賀信用
金庫（おんしん）のイメージ
キャラクターです。

お客様による
ギャラリーの作品

地域の皆さまの笑顔が、私たちの喜びです。

　初の女性支店長となった浅木の松尾支店長（→写真、右
から２人め）がＴＶＱ九州放送の取材を受け、「Ｂｅｙｏｎｄ 輝き
ＷＯＭＥＮ」の番組で放送されました。



ONSHIN REPORT 2015 ONSHIN REPORT 2015

ふれあいトピックス

「
お
ん
し
ん
」こ
の
１
年
間
の
出
来
事

17 18

2014. 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5,052名のご来場
  

　　　　　　　　　 ■ 福筑地区野球大会出場で優勝

　　　    ■ おんしんＳmileプロジェクト活動開始

2014. 9  ■ 九州北部信用金庫協会野球大会出場

2014. 10  ■ おんしんゴルフ大会
　　　　　　若松ゴルフ倶楽部に87名のご参加　

2014. 11  ■ おんしん講演会
　　　　　   ｢おと＆かたりの昼下がり2014｣
　　　　　　宗像ユリックスに約1,650名のご来場
　
　　　　　　　　　 ■ おんしんゴルフ大会
　　　　　　ザ・クラシックゴルフ倶楽部に85名のご参加　
　　　　　　

2014. 12   ■ 役職員ボウリング大会 　　

2015. 1   ■ 佐賀信用金庫サッカー部との交流試合 　　

2015. 2  ■ おんが創業支援協議会調印式　

2015. 3  ■ 遠賀町と地域応援団協定の締結

　　 　　    ■ 女性の大活躍推進宣言を採決

　　　　　　　　　 ■ 地域共生店舗11号店となる浅木支店オープン　　

2015. 4  ■ 第21回おんしんマナー研修会
　　　　　   「魅力ある新入社員とは」147名参加
　　　　　   講師　インターナショナルアカデミー
　　　　　　　　　永江靜加社長

  ■ 「おんしん おむすび会ふれあい旅行」開催
　　　　　　姫路城・和歌の浦温泉・高野山・白浜温泉の
　　　　　   2泊3日の旅
　　　　　　198名のご参加

2015. 5  ■ おんがレガッタ大会
　　　　　　役職員による5チームが出場

2015. 6  ■ 「信用金庫の日」献血活動
　　　　　　本部１Ｆロビーにて53名に協力いただき、
　　　　　　44名の献血、11名が骨髄バンク登録
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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
保険の窓口販売を開始
Ｑネットサービスの取扱いを開始
「おんしんの通信簿」創刊
個人向け国債の取扱いを開始
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

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
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

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
個人ローンの取組みが評価され金融担当大臣より顕彰を受ける
サマータイム導入　　　　　　　　　　
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
「おんしんおむすび会」発足
第1期おんしん未来創世塾開講
福岡財務支局より「外部専門家の派遣等による
集中的な経営支援の取組」に対して顕彰を受ける
初の女性支店長および女性課長登用
第2期おんしん未来創世塾開講
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「おんしん」のこの1年間の出来事（P17）へ続く

「世界一行きたい科学広場in宗像」共催

1

おむすび会ふれあい旅行

おんがレガッタ大会出場

10

第21回おんしんマナー研修会

8

9

役職員ボウリング大会

福筑地区野球大会優勝

２

5

地域応援団協定締結

7

佐賀信用金庫サッカー部との交流試合

おんしん講演会｢おと＆かたりの昼下がり2014｣
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