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「城南なんでも相談プラザ」を開設しました

総合口座通帳・普通預金通帳をリニューアルしました

　平成27年6月22日、当金庫は本店3階に「城南なんでも相談プラ
ザ」を開設しました。
　当プラザの主な特長は、売上増強や販路拡大、創業・起業、技術開
発、事業承継・Ｍ＆Ａ、税務・法律等お客様のさまざまなご相談にワン
ストップでお応えできることです。企業経営サポート部の役職員と
中小企業診断士等の専門家チームのメンバー総勢30名が、無料でご
相談に応じます。
　また、専門家チームには、製造業の技術や生産管理等に精通した人
材を外部から「ものづくりコンシェルジュ」として採用し、地域の中
小企業の本社や工場等を訪問するなど、より専門的な目線からお客
様の課題解決に努めています。
　ご相談は、ご来店していただく以外にも、専用ダイヤル（03-3493-
8116）やホームページ（24時間）でも受付けております。

　当金庫では、「人にやさしい」「地球にやさしい」をテーマ
に総合口座通帳と普通預金通帳のデザインを一新しまし
た。
　表紙デザインには当金庫のシンボルである「梅」を配し、
背景の市松模様で街や地域の皆様とのネットワークを表
現しています。
　また、印字面の書体や配色にはユニバーサルデザインを
採用し、「誰でも使いやすい・見やすい通帳」にするととも
に、環境に配慮した再生可能な紙クロスや揮発性有機化合
物の発生を抑えたベジタブルオイルインキを使用してお
ります。
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科 目 店　番 口　座　番　号

普通預金通帳
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通帳デザインが新しくなりました！
　皆様には、平素より、城南信用金庫に対しまして、格別のご愛顧、お引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
　この度、当金庫では、「人を大切にする経営」「思いやりを大切にする経営」という経営方針のもと、地域の皆様がより一層便利に
お使いいただけるよう、総合口座通帳と普通預金通帳のデザインを一新いたしました。
　表紙デザインでは、当金庫のシンボルである「梅」のマークを使い、背景には、市松模様を用いて街や皆様との絆を表現し
ました。さらに、環境面では「地球にやさしい通帳」に配慮し、機能面でも「誰でも使いやすい・見やすい通帳」をコンセプトに、
皆様の立場に立った通帳デザインに変更させていただきました。
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地域密着型金融の取組みについて
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高齢者向け総合サポートサービス
「いつでも安心サポート」の取扱いを開始しました

　当金庫では、ご高齢やご病気等の理由で店頭に来店できない場合
等でも、お客様に安心してお取引いただけるよう高齢者向け総合サ
ポートサービス「いつでも安心サポート」の取扱いを開始しました。
以下の12のラインナップからご希望のサービスを自由にお選びい
ただける商品です。

　日々の生活費や財産管理、遺言・相続や資産継承など地域の高齢者
の方々がお持ちのご心配事を“12の安心”で解消します。

※⑩については当金庫の関連法人である一般社団法人しんきん安心
サポート、⑪・⑫については一般社団法人しんきん成年後見サポー
トがそれぞれ対応いたします。

「いつでも安心サポート」メニュー
①現金お届けサービス　　　　⑦暦年贈与預金
②指定振込サービス　　　　　⑧家族信託預金
③代理人支払サービス　　　　⑨城南遺言お預りサービス
④見守り定期積金サービス　　⑩「公正証書遺言作成お手伝い」紹介サービス
⑤リバースモーゲージサービス  ⑪「遺言執行」紹介サービス
⑥いつでも安心口座　　　　　⑫「任意後見制度」紹介サービス

一般社団法人しんきん成年後見サポートのご紹介
　一般社団法人しんきん成年後見サポートは、品川区内に営業店を持つ5つの信用金庫（さわやか信用金
庫、芝信用金庫、湘南信用金庫、目黒信用金庫、城南信用金庫）が、成年後見事業に多大な実績のある「品川
区社会福祉協議会」などの関連団体、有識者の協力を得て、我が国初の金融機関による成年後見事業の法
人として平成27年1月に設立しました。

〈事業内容〉
1.成年後見人、保佐人および補助人ならびに任意後見の受任
2.成年後見制度に関する相談およびセミナー実施
3.高齢者や障がい者への生活支援活動
4.高齢者や障がい者の福祉の増進を目的とする活動
5.地域社会の安全と健全な発展および環境保全を図る事業
6.その他目的達成のために必要な事業

〈お問い合わせ〉
〒141-8710 東京都品川区西五反田7-2-3
TEL:03-3493-8147（平日9:00～16:00）
FAX:03-3492-2088

お客様を対象としたセミナーの様子
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　平成27年9月8日・9日に、東京国際フォーラムにおいて、全国50の信用金庫の協賛のもと、「2015“よい仕事おこ
し”フェア」を開催しました。「日本を明るく元気に！」「東北応援」をメインテーマに、375の企業・団体に出展いただ
きました。
　「ビジネスエリア」には過去最多となる60社のバイヤーが参加し
たほか、マッチング相談カウンターに「ものづくりコンシェルジュ」
を配し、商談を全面的にサポートしました。
　また、初開催した「全国！信用金庫のご当地逸品イチ」では、北海道
から沖縄まで全47都道府県から信用金庫イチオシの特産品が並び、

「東北応援！うまいもの広場」の飲食店とともに大変賑わいました。

お客様応援企業としての取組み
●「2015“よい仕事おこし”フェア」を開催しました

　当金庫では、商談意欲に溢れるお客様に対して新たな販路拡大の
機会をご提供するため、全国各地の信用金庫のお取引先にも広く参
加を呼びかけさせていただき、さまざまな「ビジネス商談会」を開催
しています。

●「ビジネス商談会」を開催しました

■平成27年度に開催した商談会
平成27年    4月  7日 建設関連企業との相談会・商談会
　　　　　  4月  8日・  9日 全国！うまいもん発掘大商談会
　　　　　11月12日・13日 全国！ギフト・雑貨・工芸品大商談会
平成28年    3月17日・18日 全国！うまいもん発掘大商談会

　当金庫では、同業種のお客様同士のネットワークづくりをご支援
し、専門技術や生産能力を補完し合うことで、ビジネスのさらなる発
展につなげていただくため、経済産業省関東経済産業局の後援のも
と、平成27年11月11日に「プレス・板金加工業」「金属加工業」、平成
28年2月24日に「プラスチック成形加工業」の「同業種交流会」を開
催しました。

　当金庫では、平成27年6月4日、経済産業省関東経済産業局との共
催による「新現役交流会」を開催しました。企業ＯＢ人材が現役時代
に培った高度な知識や豊富な経験を中小企業とマッチングし、企業
経営の支援を目的に行われている取組みです。

●「同業種交流会」を開催しました

●「新現役交流会」を開催しました
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　営業店のお取引先を紹介し、地域内におけるコミュニティづくり
や、新たな仕事おこしにつなげていただくことをめざして、平成24
年4月より、お取引先紹介誌「うめナビ」を毎月発刊しています。
　また、平成25年8月より、東北6県の信用金庫のご協力のもと「うめ
ナビ東北応援特別号」を発刊し、商社、百貨店、スーパー、メーカー、マ
スコミ、大学等にも広く配布しています。

　当金庫では、資金に関する相談だけでなく、地域の中小企業の「どうしたら売上をもっと伸ばせるのか」「どうした
ら経営を改善できるのか」など、事業を行うにあたって生じるお悩み事をさまざまな角度から解決するお手伝いをす
ることこそが最重要業務であると考え、「ビジネスマッチング掲示板」を展開しています。
　「ビジネスマッチング掲示板」は、本支店（営業店83店舗）を結んだ金庫内の情報ネットワークシステムに、お客様の

「売りたい」「買いたい」「知りたい」といったご要望や情報を登録し、当金庫を通じて他のお客様に紹介するビジネス
マッチングサービスです。

　当金庫では、お客様同士の交流、親睦を図るとともに、講演会やセミナー、各種活動を通じて、お客様の事業発展、地
域社会の発展・繁栄への貢献、ひいては日本を元気にすることを目的とした「お客様の会」を各営業店に設立し、その
取りまとめ役として「城南友の会」を本部に設立しています。
　 平 成28年4月18日 に
は、「第5回 城南友の会 
総会」を開催し、青山学院
大学陸上競技部の原晋監
督を講師にお招きした講
演会、懇親会を通して会
員の方々に親睦を深めて
いただきました。

　当金庫とお取引のある若手経営者や後継経営者の方々が、企業の
さらなる飛躍、発展のため、共に学び、見識を高めるとともに、メン
バー相互の絆を強めていただくことを目的として、平成28年4月21
日に第5期城南信用金庫「未来塾」を開講しました。
　企業の価値創造を得意とする経営コンサルタントを講師にお招き
して、事業経営で実際に直面する課題を題材に、理論と実践の両輪を
重視した研修を行うとともに、懇親会等を開催して、塾生同士および
塾生と金庫の絆を深めています。

●お取引先紹介誌「うめナビ」を発刊しています

●「ビジネスマッチング掲示板」を展開しています

●「第5回 城南友の会 総会」を開催しました

●第5期城南信用金庫「未来塾」を開講しました
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地域の人材育成

　明治学院大学経済学部経営学科において、当金庫のお客様である企業経営者を講師としてお招きし、これまで培っ
てきた経験を学生向けに講義する城南信用金庫連携講座「経営学特講」を開講したほか、昭和女子大学においても「グ
ローバルビジネス特論C」の中で、お客様および当金庫の理事長をはじめとする役員が講義を行いました。
　また、昭和女子大学では、当金庫と同大学が
締結した連携協定のもと、「プロジェクト型協
働インターンシップ」の授業が行われました。
産学金提携を深め、地方創生・地域経済の活性
化につなげるべく、東北被災地支援をコンセプ
トとした東北応援情報誌『結-yui-』を発行しま
した。

　小学生の夏休み期間を利用して、信用金庫の仕事や、健全で正しい
お金の貯め方や使い方を学んでいただく「夏休みこども金融教室」を
実施し、多くの子どもたちに参加していただきました。
　また、地元の中学校と協力し、職場体験学習の受入れや出張授業等
を積極的に行っています。

●明治学院大学、昭和女子大学と連携しています

●金融教育を実施しています

　当金庫では、以下のビジネスコンテスト等において「よい仕事おこし
賞」を設け、地元の中小企業の皆様の活動を積極的に支援しています。
・第6回ビジネス創造コンテスト（主催：品川区、一般財団法人品川ビ

ジネスクラブ）
・かわさき起業家オーディション ビジネス・アイデアシーズ市場（主

催：川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団）
・第7回大田区ビジネスプランコンテスト（主催：大田区、公益財団法

人大田区産業振興協会）
・横浜ビジネスグランプリ2016（主催：公益財団法人横浜企業経営支援財団）
・第5回ウーマンズビジネスグランプリ2016in品川（主催：品川区、品川区立武蔵小山創業支援センター他）
・革新ビジネスアワード2015（主催：フジサンケイビジネスアイ他）

●ビジネス支援事業の後援に積極的に取組んでいます

　当金庫では、創業支援や企業再生、経営革新などの各分野における
提携を一層強化するため、平成27年10月2日に公益財団法人横浜企
業経営支援財団、12月16日に株式会社商工組合中央金庫、平成28年
3月30日に学校法人東京学園東京デザイナー学院と、業務提携・協力
に関する覚書等を締結しました。

●商工組合中央金庫等と提携しました
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地域の皆様とともに

　当金庫では、地域のスポーツ振興・青少年の健全な育成に資するこ
とを目的として、大田区、世田谷区、目黒区、品川区から選抜された少
年野球チームがナンバーワンを競う大会「城南ＣＵＰ」（主催・主管：
城南信用金庫、大田区軟式野球連盟、世田谷区軟式野球連盟、目黒区
軟式野球連盟、品川区軟式野球連盟　後援：東京都、大田区、世田谷
区、目黒区、品川区、読売新聞社）を開催しています。
　平成27年10月より開催された「第5回城南ＣＵＰ」には、18チーム
が参加し、子どもたちが白熱した試合を繰り広げました。また、女子
選手のみを対象とした「第2回城南ガールズＣＵＰ」も併せて開催し
ました。

　当金庫では、向学心に燃える学生に奨学金を援助し、「世の為、人の
為」に役立つという高い志と使命感に溢れる有為な人材を育成する
ため、昭和61年2月に公益財団法人小原白梅育英基金を設立し、その
活動を全面的にバックアップしています。
　「奨学金給付事業」と「奨学生指導事業」を事業の両輪としており、
奨学生に対する奨学金の給付に加えて、「奨学生の集い」や「卒業奨学
生送別の集い」の開催、機関誌「白梅」の発刊等を通じて、奨学生の指
導や人間形成にも力を注いでいます。

●「第5回城南ＣＵＰ」を開催しました

●公益財団法人小原白梅育英基金を通じて、有為な人材の育成に力を注いでいます

　当金庫では、社会貢献活動に積極的に取組まれている地域の皆様
を表彰し、広くご紹介させていただくことで、「共感」と「感動」の輪を
広げ、健全なコミュニティの構築を実現することを目的として、「城
南社会貢献賞」を創設し、これまでに8先の企業・団体を表彰させてい
ただきました。

●城南社会貢献賞を贈呈しています

　当金庫では、平成27年11月22日、23日に富士通スタジアム川崎に
おいて開催された、主に上肢・下肢の切断障がいを持った選手がプ
レーする「第5回日本アンプティサッカー選手権大会2015」に協賛
しました。

●「第5回 日本アンプティサッカー選手権大会2015」に協賛しました
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　当金庫は、“ものづくりの街”大田区の中小製造業の方々が結集し、世界に
日本の誇る技術力をＰＲすべく取組んでいる「下町ボブスレープロジェク
ト」のオフィシャル・スポンサーとして、公益財団法人大田区産業振興協会を
通じて100万円を寄贈しました。「下町ボブスレー」は、平成30年の韓国・平
昌冬季五輪をめざすジャマイカのチームに採用されることが決定していま
す。

●「下町ボブスレー」を応援しています

　平成27年8月7日、東京ドームで行われた巨人対広島戦に2,100名のお客
様をご招待して、「城南信用金庫スーパードリームナイター」を開催しまし
た。試合観戦のほか、巨人軍の練習見学やジャビットとの記念撮影、試合の合
間に行われるダンスパフォーマンス体験、グラウンドキーパー体験等にも参
加いただきました。
　また、当金庫が主催する少年野球大会「第4回城南ＣＵＰ」の優勝チームの
選手が始球式に登場するなど、たくさんの方々にお楽しみいただきました。

　当金庫では、地域の子育て世代支援の一環として、世田谷区内で育児中の
母親をサポートする団体「古民家mamas」の活動をバックアップしており、
平成27年12月10日、第1回目となる「古民家mamas＠城南信用金庫経堂支
店」を開催しました。
　乳幼児とそのお母さんたちが集まり、子育ての悩みを相談し合ったり、ヨ
ガ教室を開催するなど、皆様の憩いの場となっています。

　各営業店が地域のニーズに応じた社会貢献活動に積極的に取組んでおり、地元の行事への参加や駅前の清掃活動
等、地域の皆様とのふれあいを大切に活動しています。各営業店が、工夫を凝らして取組んだ社会貢献活動は、当金庫
のホームページ（http://www.jsbank.co.jp）からご覧いただけます。

●「城南信用金庫スーパードリームナイター」を開催しました

●「古民家mamas＠城南信用金庫経堂支店」を開催しました

●各営業店が工夫を凝らした社会貢献活動に取組んでいます

駅前清掃を実施
矢口支店

地域のお祭りに参加
銀座支店

交通安全運動に参加
玉川学園支店
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被災地への対応

　当金庫では、平成27年5月から11月にかけて、全国信用金庫協会・信金中
央金庫主催の被災地支援ボランティア活動に職員計19名が参加しました。
　この活動は平成23年8月より、岩手県、宮城県、福島県の8市町（宮古市、山
田町、大槌町、陸前高田市、気仙沼市、南三陸町、石巻市、いわき市）のボラン
ティアセンター等を通じて継続的に行われているものです。

　平成27年5月14日から、2泊3日の行程で豪華客船をチャーターし、「城南
友の会」の皆様と一緒に宮城県を訪れる「にっぽん丸クルーズ」を実施しまし
た。
　また、平成28年5月17日から19日には「SL銀河・三陸鉄道でめぐる復興応
援！岩手の旅」を実施し、多くのお客様にお楽しみいただきました。

　当金庫では、多くの営業店のロビーに「使用済み天ぷら油回収ボックス」を
設置しています。
　ワーカーズコープ・センター事業団が運営する「あぐり～んＴＯＫＹＯ」が
回収を行い、買い取られた天ぷら油は、環境に優しいバイオ燃料に再生され
ます。油を買い取った資金は東北被災地で移動図書館等を運営する「ＮＰＯ
しらうめ」に寄附されます。

　当金庫では、「地域住民はもとより、広く国民大衆の福祉のための社会救済
事業に寄与する」ことを目的として、「社会福祉事業積立金」を創設し、毎年の
利益より積み立てを行っています。平成28年4月14日より熊本県を中心に
断続的に発生した大規模な地震による被害に対し1億円、平成27年9月に発
生した台風18号による関東・東北豪雨災害に対し1,000万円の義援金を、そ
れぞれ「東京新聞 社会事業団」を通じて寄贈しました。
　また、平成27年4月25日に発生した「ネパール大地震」を受け、役職員から
募集した義援金140万円と金庫から拠出した100万円の計240万円を、在日
ネパール大使館を通じて寄贈しました。

全国信用金庫協会・信金中央金庫主催のボランティア活動

「にっぽん丸クルーズ」を実施

義援金を寄贈

「天ぷら油で復興支援！」に協力
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　平成27年11月4日、当金庫本店講堂において「自然エネルギーシンポジウ
ム」を開催しました。
　約200名の参加者のもと、当金庫のシンクタンクである城南総合研究所の
名誉所長である小泉純一郎元首相、一般社団法人自然エネルギー推進会議発
起人の香山リカさんや賛同人ロバート・キャンベルさんのご挨拶のほか、
ソーラーシェアリングやバイオマス発電の事例発表、脱原発弁護団の河合弁
護士が制作した映画『日本と原発』の上映を行いました。

●視察、講演会
　平成27年6月4日、小泉純一郎名誉所長が鹿児島県を訪問し、世界的な規模
を誇る七ツ島メガソーラー発電所を視察した後に市内で講演会を行い、「原
発ゼロで日本は発展する」ことを改めて強調されました。
　また、平成27年6月15日には、一般社団法人エネルギー推進会議代表理事
の細川護煕元首相とともに新潟県を訪問し、泉田県知事との懇談や、新潟県
と昭和シェル石油株式会社が共同で運用している日本初の商業用メガソー
ラー「新潟雪国型メガソーラー発電所」の視察を行いました。
　このほかにも、以下の各地で講演会を行いました。

●「トモダチ作戦」の元米軍兵士たちに面会するため渡米
　平成28年5月、小泉純一郎名誉所長がアメリカのサンディエゴを訪問しました。
　東日本大震災の際、アメリカ軍は、空母ロナルド・レーガンを福島沖に派遣してヘリコプターで救援物資を運ぶと
ともに、懸命の救出作業を行いました。この「トモダチ作戦」に従事したのは、若い兵士も含めた数百人でしたが、停泊
中に福島第一原発が事故を起こし、多数の乗組員が高濃度の被ばくをしてし
まいました。5年が経過した現在も、除隊した元兵士の中には深刻な健康被害
を訴える方も多く、そのうちの7人が急性白血病やがんで死亡しています。
　今回の訪問は、「日本人を助けるために全力を傾注し活躍してくれた元兵
士の方々をお見舞いしたい」という人道的な観点から実現したもので、現地
では、国内外のジャーナリストを対象とした記者会見も行われました。
　会見で小泉純一郎名誉所長は、被害に遭われた元兵士の方々に対する敬意
と感謝の気持ちを表すとともに、支援の必要性について語られました。

「自然エネルギーシンポジウム」を開催

小泉純一郎名誉所長が各地で視察、講演会等を実施

原発に頼らない安心できる社会へ

平成27年　 9月  3日 神奈川県　小田原市
　　　　　  9月16日 愛 媛 県　松 山 市
　　　　　11月11日 静 岡 県　静 岡 市

平成28年　 2月10日 福 島 県　いわき市
　　　　　  3月  9日 福 島 県　福 島 市
　　　　　  4月11日 宮 城 県　仙 台 市
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　当金庫では、平成27年3月27日より、地域のお取引先企業等にガス・電気のソリューションのメリットをご提供す
るため、原発に頼らず自然エネルギーや民間の余剰電力を購入して電力販売を行う、東京ガス株式会社との間で覚書
を提結しています。
　電力小売の完全自由化のスタートに合わせ、平成28年3月16日から平成28年6月30日の期間には、ご家庭や事務
所等の電気契約を東京ガス株式会社に切替え、その電気料金を当金庫の口座よりお引落しされたお客様を対象に、抽
選でプレゼントが当たる｢電力切替え生活応援キャンペーン｣を実施しました。

東京ガス株式会社と提携

脱原発に関する
書籍のご紹介

「節電・新エネルギー推進ビジネスローン“エナジーシフト”」
　省電力や新エネルギーの推進に関連する設備投資を行う地域の事業者の方にお借入れ
いただく際の融資です。

「節電プレミアムローン」
　省電力のために設備投資を行う個人の方にお借入れいただく際の金利を当初1年間無
利息（2年目以降1.00％）とする融資です。（金額は50万円以上300万円以内）

「節電プレミアム預金」
　省電力のために10万円以上の設備投資を行った個人の方を対象に、1年もの定期預金
の金利を年1％とする預金です。（一世帯につき100万円まで）

お客様の節電を応援する商品の取扱い

※お申込に際しては、事前に審査をさせていただきます。結果によっては､ご希望に添えない場合もございますの
で、あらかじめご了承ください。

※現在の利率、返済額の試算等詳しい内容につきましては、当金庫本支店の店頭窓口までお問い合わせください。

羽田支店、綱島支店の新築建替を実施
　当金庫では、お客様の利便性向上と、環境負荷に配慮した店舗の新築建替を行っています。
　現在は、羽田支店（平成28年10月完成予定）、綱島支店（平成29年1月完成予定）の建替工事に取組んでお
り、壁面緑化の採用による冷却効果やソーラーパネル、全館LED照明、人感センサー点灯制御、電気使用量・
太陽光発電量を表示したモニター等を採用しています。
　今後も地域で親しまれる店舗づくりに積極的に取組んでまいります。

羽田支店

〈完成予想図〉

綱島支店


