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　皆さまの婚活をご支援する「おんしん出逢いプレミアム倶楽部」です。
　平成28年11月に活動を開始し、これまで「芦屋釜の里」（芦屋町）、「正助ふるさと村」「街道の駅赤馬館」（以上、宗
像市）、「そぴあしんぐう」（新宮町）、「中間市地域文流センター」(中間市)
の5か所において、婚活イベント「出逢いはプレミアム」を開催してまいり
ました。
　これまで累計36組のカップリングに成功しており、おかげさまで回を
追うごとに人気となっています。
　イベントは、今後も開催場所を変え継続してまいります。
　皆さまの参加をお待ちしております。

婚活「おんしん出逢いプレミアム倶楽部」の活動

　第２２回信用金庫社会貢献賞　Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ賞　を受賞しました。信
用金庫社会貢献賞とは全国の信用金庫の地域に根ざした活動を顕彰
するとともにその内容を広く地域の皆さまにご紹介することで、信用金
庫に対するご理解を一層深めていただくことを目的として、１９９７年度に
創設されました。
　第２２回信用金庫社会貢献賞において全国１６８信用金庫・４関係団体
から応募された５６８件の社会貢献活動の中から２０１０年度の『暮らしの
あんしんコーナー推進活動』の受賞以来２度目の受賞となりました。

第２２回信用金庫社会貢献賞　Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ賞　受賞について

　岡垣町在住の木版画家。
　おんしんの預金通帳やカレンダーのデザインを担当。
　作品は、ぶどうの樹（（株）グラノ24K）のワインラベル
のほか、東日本大震災復興事業を記念して発行された金
貸に採用されるなど、全国で活躍中です。

■えもときよひこさんのご紹介

　おんしんでは、えもとさんのデザインによる3種類のカ
レンダー（A1 1年物、A3 半年物、タテ長2か月7枚物）をご
準備しております。
　「えもときよひこ木版画の世界」をお楽しみください。

■おんしんカレンダー

　現在、海老津駅、岡垣サンリーアイ（野間）、岡垣町観光
ステーション（波津）に、えもとさんデザインのスタンプが
設置されています。これを機会に岡垣町を散策されては
いかがでしょうか？

■岡垣町でスタンプ集め

　さかいさん夫婦が2011年から、東日本大震災、ネパ
ール地震、態本地震で被災した子供たちに絵本を贈り、
夢と希望を一緒にお届けする支援プロジェクトです。
　現在、被災地の信用金庫などの協力も得て、第9作目
を製作中です。
　尚、この活動は全国信用金庫協会の「信用金庫社会貢
献賞（Face to Face 賞）」に選ばれました。

■「絵本deえがお」プロジェクト

　宗像市に念願の美術館をオープン。
　開館は、毎週土・日の12～18時。手作り感あふれる作
りで、「おんしんコーナー」もあります。
　宗像市日の里9‐4‐40　☎080-3187-6373

■「さかいみるand絵本deえがお美術館」

　遠賀町在住の絵本作家。
　おんしんのキャラクターの黒ネコメチャくん、おむすび
くんの作者です。

■さかいみるさんのご紹介
「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

お二人の地元の芸術家をご紹介します。

　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。

■おんしんの通信簿

■おんしんのホームページ

　「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/

地域の皆さまの笑顔が、私たちの喜びです。

総合口座通帳

総合口座通帳
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「おんしん」この１年間のできごと「おんしん」この１年間のできごと

17 18

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

■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）

市街地信用組合法により「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
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

平成13年

平成14年
平成15年

平成16年
平成17年

平成18年
平成1９年

（2001年）

（2002年）
（2003年）

（2004年）
（2005年）

（2006年）
（2007年）

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

平成２０年

平成２1年
平成22年

平成23年

平成24年

（2008年）

（2009年）
（2010年）

（2011年）

（2012年）

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」発足
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
えもときよひこ先生の作品が、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

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

5月
9月
2月

2月
2月
3月
3月
3月

7月

6月
７月
７月
４月
6月
3月
5月
6月
６月

10月
6月
6月

「おんしんおむすび会」発足
第1期おんしん未来創世塾オープンセミナー
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
おんが創業支援協議会調印式
遠賀町と遠賀信用金庫との地域応援団協定
地域共生店舗１1号店となる浅木支店オープン
地域共生店舗１2号店となる折尾支店オープン

おんが創業支援協議会「新規・創業セミナー」共催

2019.6
■ 第8回くりえいとカップ
●サッカー部優勝

■ 「信用金庫の日」献血活動

2018.8 
■  「世界一行きたい科学広場in宗像」

■  福筑野球大会

2018.9
■  特別協賛　おんしん杯ジュニアフットサル大会

2018.10~11
■  「おんしんゴルフ大会」開催
●東部地区10/18、西部地区11/15
　ザ・クラシックゴルフ倶楽部（宮若市）にて

■  「おんしん講演会」（宗像ユリックスにて）　
●響ホール室内合奏団の演奏
●三遊亭歌之助師匠の熱演　

■  「おんしんふれあい旅行」
●飛鳥Ⅱクルーズ　博多港発　別府港　鹿児島港　長崎港　
　博多港着

2018.12
■  九州共立大学と包括的提携
■  九州国際大学と包括的提携
■  出逢いはプレミアムin中間

2019.4
■  「おんしんマナー研修会」
●講師　インターナショナルエアアカデミー永江靜加理事長

2018.11 　　　　　　
■  「おんしん未来創世塾」第６期生　懇親会

2019.5
■  「おんがレガッタ大会」
●役職員によるチームが健闘
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