
お客さまとのコミュニケーションの場として、各種サークルをご用意しています。

事業経営者および次代経営者の方を対象に、講演・社員教育・研修等の行事を実施し、
会員相互の啓発と親睦を図り、互いに見識を高め企業の発展向上に寄与していくクラブです。

平成２９年１０月１１日
新会長・新理事長就任披露宴
講演会・総会・懇親会
講師 ： 桑田  真澄 氏

「夢をあきらめない」
於 ： ホテルニューオータニ大阪
参加者 ： ６６８名

平成３０年３月２０日
講演会・懇親会
講師 ： 辛坊  治郎 氏

「明日を読む！
～どうなる日本？どうなる世界？」
於 ： 帝国ホテル大阪
参加者 ： ６７６名

未来に向かって限りなく飛躍する若さあふれるサークルです。
（セミナーおよびコンサートやスポーツ観戦等）
平成２９年６月６日

「プロ野球 オリックス対阪神」観戦ご招待　
於 ： 京セラドーム大阪　　参加者 ： １００名

なにわの古典芸能の鑑賞を通じ、伝統芸能に親しむサークルで
す。文楽・歌舞伎等の優待チケット斡旋や情報提供を行います。
文楽、歌舞伎等公演
年間参加者 ： 75名

大阪市南区内安堂寺町1丁目において創立

本店新築移転（現、日本橋支店）
市街地信用組合法制定により大阪信用組合に呼称変更
信用金庫法制定により大阪信用金庫に呼称変更
預金量100億円達成
日本銀行と当座取引開始
大阪手形交換所直接参加
日本銀行歳入代理店業務取扱開始
本店新築移転（大阪市天王寺区上本町8-9-14）
しんきんオンラインシステムに移行開始
しんきんオンライン・ネット・キャッシュ・サービスの開始
だいしん自営オンラインシステム（DIOS）稼動
預金量1,000億円達成
白雪姫時計贈呈（天王寺動物園）
両替商業務の取扱開始
国債等窓口販売の取扱開始
預金量2,000億円達成
大信異業種交流会「ニューウェーブクラブ大阪」発足
外国為替公認銀行として業務開始
預金量3,000億円達成
第3次しんきんオンラインシステム稼動

日本銀行と貸出取引開始
だいしんホームバンキングサービス開始
業態間CDオンライン提携開始

（全国キャッシュサービス：MICS）
サンデーバンキング開始
旧東洋信用金庫本店営業部（現、新大阪支店）
鶴見支店の業務譲り受け
預金量4,000億円達成
商売繁盛ローンの取扱開始
4つのサークル組織化活動の開始

（オーナーズクラブ、カトレアフレンド、観劇友の会「千両」、
旅行友の会「万両」）
だいしん年金お楽しみ倶楽部の発足
ミニ情報誌「大阪信用金庫NOW」を発行
三和信用金庫と合併・新生大阪信用金庫誕生
預金量5,000億円達成
ヤングサークル「未来ing」組織化活動の開始
ホームページ開設
サイのモニュメント寄贈（天王寺動物園）

「この街のホームドクター」窓口創設
大阪第一信用金庫事業譲受
相互信用金庫事業譲受・「新生だいしん」誕生
預金量7，000億円達成
授乳室寄贈（天王寺動物園）
個人向け国債の募集販売

「だいしん産学連携共創機構」創設
「経営管理部」（現内部監査部）および「地域産業振興部」創設
中小企業再生支援資金「カイゼン」ビジネスローン取扱開始
インターネットバンキングの取扱開始
創業支援資金融資「誕生」取扱開始
南大阪信用金庫と合併し、府下ナンバーワン金庫となる
預金量1兆2,000億円達成
第8回信用金庫社会貢献賞「地域再生しんきん運動・優秀賞」受賞
創業85周年記念誌「知」発刊
法令違反等の通報・相談窓口「だいしんヘルプライン」開設

外国為替インターネットバンキングの取扱開始
ライオン親子のモニュメント寄贈（天王寺動物園）
大阪芸術大学の学生デザインによる総合口座通帳発行
第10回信用金庫社会貢献賞「Face to Face賞」受賞
天王寺動物園のペア入園券付
金利プレミア定期『サバンナ定期』発売
インターネットバンキング・サポートセンター開設

「しんきん大阪ゼロネット」開始
「だいしん夢ネット倶楽部」新設
「だいしん地域力連携拠点」事業スタート
大阪府立大学寄附講義スタート
天王寺動物園 阪神高速道路遮音壁の描画完成
オーナーズクラブ「経営塾」開講

「SAKAIエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽部」の発起人として
設立に貢献

「投信インターネットサービス」取扱開始
「中小企業応援センター だいしんネットワーク」スタート
天王寺動物園への地域貢献活動に対し大阪市より感謝状を受贈 

「エコアクション21」認証取得
東日本大震災に対する義援金を寄付

「大阪初・大阪発信用金庫大商談会」の開催
「だいしんなんでもネット」開設
「がんばろう大阪」定期預金による東日本大震災復興支援義援金
2,500万円を日本赤十字社に寄付
天王寺動物園「白雪姫時計台」リニューアル費用の寄贈

「中小企業支援ネットワーク強化事業」スタート
貸出金残高１兆円を達成
株式会社だいしん総合研究所を設立
第16回信用金庫社会貢献賞「Face to Face賞」を受賞
経済産業省より「地域プラットフォーム」の代表機関として認可

「大阪ひかりの森プロジェクト」に参画 
メガソーラー発電事業に協力
若手経営者の会「だいしん ＴＨＥ ＮＥＸＴ」の発足
大阪芸術大学で寄付講座を開講

「だいしん創業支援ファンド“この街のホームドクター”」を創設
日本橋ビル新築オープン
預金量2兆円を達成

「おおさかストップ温暖化賞」優秀賞を受賞
なにわエコ会議（節電・省エネコンペ）で「節電大賞」を受賞
店外ATMコーナー「KOHYO光明池店出張所」開設
石津支店新築移転オープン
大阪府立産業技術総合研究所（現・地方独立行政法人大阪産業技
術研究所）と「包括連携協定」を締結
大阪府と「包括連携協定」を締結
店外ATMコーナー「ビバモール和泉中央出張所」開設
大阪府と「高齢者にやさしい地域づくり推進協定」を締結
環境省「環境人づくり企業大賞２０１５」優秀賞を受賞
箕面支店を開設
大阪労働局と「働き方改革にかかる包括連携協定」を締結
来店不要型定期「センス」取扱開始
預金量2兆5,000億円を達成
西淀支店新築移転オープン
第20回信用金庫社会貢献賞「Face to Face賞」を受賞
来店不要型店舗「だいしん未来支店」開店

「おおさか社会課題解決ファンド」を創設
大阪府立環境農林水産総合研究所と包括連携協定を締結
加美支店新築移転オープン

来店不要型店舗「だいしん未来支店」開店 「おおさか社会課題解決ファンド」を創設 大阪府立環境農林水産総合研究所と
包括連携協定を締結
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平成

グルメ・講演や日帰りバスツアーなどを主体とした女性だけの楽しいクラブです。
各種講演・教養講座による情報の提供を行います。

平成２９年５月１９日
劇団四季「ＣＡＴＳ」観劇会
総会・懇親会
於 ： ヒルトンホテル大阪
参加者 ： １４０名

平成２９年１１月２日
講演会・懇親会
講師 ： 土井  善晴 氏

「暮らしを豊かにするお料理の愉しみ方」
於 ： 帝国ホテル大阪
参加者 ： １７４名

有名旅館、ホテルを使った楽しい企画をご用意しています。
平成２９年６月１２日～７月１２日

（１２班編成）
「信州ビーナスラインと
安曇野を訪ねて上諏訪温泉」
参加者 ： １，５３４名

平成３０年３月３日～７日
平成３０年３月１０日～１４日

「タイ５日間の旅」
参加者 ： ９１名

梅田芸術劇場・松竹座・新歌舞伎座など一流劇場でお芝居
をたっぷり楽しんでいただけます。

平成２９年７月２１日　
新歌舞伎座

「五木ひろし特別公演
坂本冬美特別出演」
貸切公演　
参加者 ： １，１００名

観劇・旅行・演芸会等の行事をはじめ、さまざまな特典を  
ご用意したお楽しみいっぱいのサークルです。

☆お楽しみ演芸会
平成２９年１１月９日
於 ： 岸和田市立浪切ホール
参加者 ： １，１２０名

カトレアフレンド（会員数492名）

旅行友の会「万両」（会員数1,602名）

観劇友の会「千両」（会員数2,269名）

ヤングサークル「未来ing」（会員数520名）

年金お楽しみ倶楽部（会員数80,621名）

古典芸能友の会（会員数1,592名）

オーナーズクラブ（会員数 1,107名）
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