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　当金庫は飯田下伊那を主な営業区域として金融サービスを提供しており、地域のみなさまから
お預けいただいたご預金は、地元企業の事業活動のための資金や当地域にお住まいの方が住宅
や自動車をご購入される際の資金などへのご融資としてご利用いただいております。
　また、金融機能の提供にとどまらず企業経営・人材育成・文化活動などを支援しているほか、
環境に対しても積極的な取り組みを行っております。

飯田信用金庫と地域社会

●創作活動の支援
　本支店のギャラリーやロビーを展示会場として無料
でご利用いただいております。

●地域行事への参加
　飯田りんごんをはじめと
した地域のお祭りなど地元
の行事に、役職員が積極的
に参加しています。

「BONA」ボルトとナットの織りなす新世界

第９回三遠南信しんきんサミット

「パウダーアート・光アート」作品展

第16回 萩元晴彦
ホームタウンコンサート

飯田りんごんヘの参加

■文化・交流支援

●三遠南信調査報告の実施・報告書の公表
　リニア中央新幹線とともに当地域に大きな変貌をもたらす三遠
南信自動車道。今年度は三遠南信地域の８金庫の共同事業として
同地域の現状と同自動車道への意識を調査いたしました。　　
　８金庫がそれぞれの地域でアンケートをお願いし、個人で
1,230、事業所で642の回答をいただき、当金庫が取りまとめと
報告書作成を行いました。結果を平成28年11月3日飯田市で開
催した｢第９回三遠南信しんきんサミット｣で報告し、調査報告書を
公表しました。

■地域社会支援

●ホームタウンコンサートの主催
　飯田出身のプロデューサー、故 萩元晴彦氏の故郷に
対する強い思いに賛同し、1996年から開催しています。
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■協賛一覧

第1回みなみ信州駅伝・ロードレース大会

飯田信用金庫 協賛一覧

　当金庫は地域社会の文化、芸術、スポーツ
活動などに関して積極的に協賛させていた
だいております。

飯田下伊那に住む方々が駅
伝やロードレースを通じて、
子どもから大人まで身体を
動かすことの楽しさを体験
し、スポーツ活動の日常化や
競技スポーツに関心を高め
健康促進のために、スポーツ
文化の向上を図る大会を目
指しています。総勢700名余
りの選手が優勝を目指して
陸上競技場を駆け抜けまし
た。

国内外から集まった人形劇団
が、飯田市内140会場で520
ステージを上演しました。

いいだ人形劇フェスタ2016

信濃グランセローズ

長野県に拠点を置くプロバレー
ボールチーム。2014年より飯田
にてプレシーズンマッチを開催。

VC長野トライデンツ

国内最大規模の自転車ロード
レース。日本版ツール・ド・フラン
スといえる大会です。

第20回 ツアーオブジャパン 南信州ステージ

飯田にてプレシーズンマッチを
開催。前日には地元学生への
クリニックを行っています。

信州ブレイブウォリアーズ

第31回大会は全国各地より2
日間で4,400名以上の方が
参加しました。

第31回 やまびこマーチ

名古屋フィルハーモニー交響
楽団による指導と演奏会を
行っています。

オーケストラと友に音楽祭 2017

約2,000本の竹宵が並び、
午後7時半の消灯とともに幻
想的な風景を作り出します。

第8回 竹宵まつり 100万人のキャンドルナイトin南信州

プレシーズンマッチ＆学生向けクリニック

いいだ人形劇フェスタ実行委員会

（公財）飯田市体育協会

オーケストラと友に音楽祭実行委員会

百万人のキャンドルナイト in 南信州実行委員会

©SHINSHU BRAVE WARRIORS/B.LEAGUE

飯田やまびこマーチ実行委員会

TOJ南信州ステージ実行委員会

長野県信用金庫協会が公式
スポンサーとして応援していま
す。

信濃グランセローズ

VC長野トライデンツ
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　一般社団法人Ｓｏｕｔｈ－Ｈｅａｒｔ、
飯田市、当金庫の３者がタッグを組ん
で女性起業家を応援する「起業ス
タートアップ講座」を開催しました。
ビジネスモデルマップの作り方から
始まり、「キラ☆ジョ」シンポジウムま
での全５回のセミナーであり、第４回次は当金庫が「夢をかなえる創
業計画書の作成ポイントと賢いお金の調達方法」の講師を担当しま
した。創業計画書の作成手順や、クラウドファンディング等の多様な
資金調達方法についてご説明しました。

企業支援・人材育成企業支援・人材育成

地域社会の一員として
お役に立ちたいと考えています。

しんきん経済講演会

平成28年6月6日㈪

　提携事業所さまと当金庫との契約
に基づき、従業員のみなさまへさま
ざまな優遇商品・サービス等のご提
供を通じ、福利厚生面でお手伝いす
る取り組みを開始しました。事業者さ
まへは３つの特典、従業員さまへも３
つの優遇商品をご用意し、さらにご利用いただきやすいしんきんの
サービスラインナップとなりました。

　創業、新製品・新サービスによる
事業展開、地域活性化に資する活動
等、地域内で新たなチャレンジを行
おうとする事業者のみなさまをサ
ポートし、地域活力の創出を図るこ
とを目的に、新たな取り組み「購入型クラウドファンディングの活用支
援」を開始いたしました。同日には、当金庫支援1号案件である「焼來
肉ロックフェスティバル2016 in 南信州・飯田」が、クラウドファン
ディング運営事業者である㈱サイバーエージェント・クラウドファン
ディングの運営サイト「Makuake」にて支援者募集を開始し、７８万円
の資金を調達しました。

■企業支援

池上　彰 氏

白川　達男 氏

　第48回となる本年は、テレビでもおなじみの池上彰先生を講師に
迎え、「どうなる！これからの世界と日本～地方創生のヒントは～」と
題して開催いたしました。飯田文化会館大ホールが満員となる
1,000名を超えるお客さまにご聴講いただきました。

しんきん経営支援セミナー

平成28年10月3日㈪

　平成28年7月施行の「中小企業等経営強化法」、「ものづくり補助金
最新情報」を主なテーマとして、関東経済産業局課長補佐古川貴重氏、
長野県よろず支援拠点チーフコーディネーター白川達男氏を講師に迎
え開催いたしました。６１名のみなさまに熱心にご聴講いただきました。

職域サポート
「しんきんAssist倶楽部」
の取り扱い開始

クラウドファンディングの
取り扱い開始

平成２８年６月1日㈬～

平成２8年6月6日㈪～

女性起業家向け
「起業スタートアップ講座」
の協賛・講師派遣
平成２８年１０月２６日㈬

（第４回次講座）
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◆インターンシップの受け入れ実績
中学生
2
3
7
8
5
5
3
3

高校生
4
4
4
4
4
4
4
4

短大生・大学生
－
－
10
15
36
49
67
68

合　計
6
7
21
27
45
58
74
75

36 32 245 313

平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
TOTAL

（人）

しんきん若手経営者の会（SYMS）

平成28年度定期総会・記念講演会
講師　高野誠鮮 氏

平成28年度ＳＹＭＳ経営実務セミナー
「競合他社に負けない差別化戦略５つのポイント」

シームス

　山本有三著戯曲「米百俵」を発想の原点に、若手経営者の研修・育
成を目的として昭和５１年に発足しました。会員は４５歳までの経営
者またはその候補者で、現在の会員数は約４００名です。
　経営に即した実践的なセミナーの実施、地元ボランティア事業へ
の参加、飯田下伊那地区内外の若手経営者との交流等、様々な活動
を行っております。
　飯田信用金庫はこれからもSYMSを支援することで、地域の繁栄
に貢献したいと考えております。

《 山本有三著「米百俵」》の概要
　明治維新、新潟の長岡藩は官軍の攻めに、藩・住民生活ともに窮乏して
いた。そこへ三根山藩から「米百俵」が届く。藩の
重鎮小林虎三郎は、この米を藩士で分けようとす
る考えに身を挺して反対し、「百俵の米を基にし
て子弟たちの教育に使うのだ」と学校を建てた。
藩は非常に教育が盛んとなり、後に山本五十六
など日本の各方面で活躍する人材を生んだ。

職場体験（インターンシップ）の受け入れ

　就業的な体験を通じて勤労
の尊さや職業観の育成を目的
として、インターンシップを毎年
実施し、地元の中学生及び高校
生に当金庫の業務を体験いた
だいております。
　また、平成23年度より短大
生・大学生向けのインターン
シップも実施しています。

■人材育成
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お客さま相互の親睦を図る
サークル活動を大切にしています。
■サークル活動

●飯田信用金庫年金友の会
　当金庫で公的年金をお受け取りになっているみな
さまによる親睦会で、平成29年5月現在の会員は
28,732名となっております。
　お誕生日プレゼントやコンサートご優待などの特典
を提供させていただいております。

●各店親睦会
　各店別に組織するお客さまの親睦団体です。
　会員相互の親睦、会員と金庫職員との親睦を目的に
総会・全店統一企画旅行などを行っております。

●各店ゴルフクラブ
　愛好者の多いゴルフを通じて親睦を図る会で、各店別
に組織されたクラブごとにコンペを開催しています。
　また、毎年10月には、全店のゴルフクラブによる各店
対抗ゴルフ大会を実施し、200名余りの参加をいただい
ております。

◆各店「年金友の会」のイベント
　各店の「年金友の会」ではマレットゴルフ大会等、様々な催しを行っ
ております。
　年1回の全店統一企画として、昨年は「石川さゆりコンサート」に、
多くのみなさまをご優待し、ご好評をいただきました。
　平成29年度には「美川憲一＆コロッケ スペシャルジョイント
コンサート」を企画しております。

◆年金受取予約サービス
　将来の年金振込のご指定を当金庫にお約束いただいた方などを対
象にしたサービスです。サービス内容は、上記の「会員のみなさまへ
の特典」とほぼ同じです。（②、⑥、⑦の特典はありません）

平成28年度　特別公演「石川さゆりコンサート」

会員のみなさまへの特典
① 定期預金の金利上乗せ
 年金感謝定期預金「大吉」
 取扱期間：平成30年1月31日まで

② 全店統一企画後援団体旅行のご案内
③ 特別公演のご案内
④ お誕生日プレゼント
⑤ 旅行割引サービス
⑥ 傷害保険「シニアクラブ」のご案内
⑦ 「ホームセキュリティ」サービスのご案内

サークル活動

平成27年度「三つ足丸小鉢5客揃」

平成28年度
「今治産タオルセット」
又は「カシミヤ混ゆったり靴下」

平成26年度「梅型小皿5枚組」

◆過去のお誕生日プレゼント
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新しい部署のお知らせ
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