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霞が関ダイアログ
ちいきん会
スピンオフに参加
～第一勧業信用組合連携事業～

霞が関ダイアログ(ちいきん会スピンオフ)WEB会議が
開催されました。当組合からは地域支援部の2名が参
加いたしました。参加者は約100名となりました。

大田原支店において
特別貸出FS実施

宿泊業者向け
オンラインセミナー開催
～全信組連事業～

全信組連事業として、取引先宿泊事業者への支援施
策としてコロナ禍における営業戦略、感染対策等のタ
イムリーな情報を纏めた無料のWEBセミナー (テレビ
会議Zoom)を開催いたしました。当組合からは8先の
宿泊事業者様が参加いたしました。本件については
12月5日(土)付の全国信用組合新聞(写真付)に掲載
されました

11/18
令和2年

11/20
令和2年

11/19
令和2年

第16回目の「なすしん特別貸出ＦＳ」を大田原支店の
フィールドで実施いたしました。大田原支店のフィール
ドでの実施は4回目となりました。新型コロナウイルス
感染症のため上期はＦＳ活動を休止していた為、今年度
初めての実施となり、訪問予定のお客様の了解を得たう
えで、フェイスシールド利用、消毒の徹底等、最大限の
感染防止策を講じての活動となりました。また、今回よ
り最終の総括会議の様子を全営業店にWEBにてライ
ブ配信し、全員参加意識の醸成を図りました。

なすしん地域応援
冬のハッスルキャンペーン
実施

当組合では令和2年12月1日～令和3年1月29日まで
「なすしん地域応援冬のハッスルキャンペーン」として
地元物産品の当たる懸賞品付き定期預金キャンペー
ンを実施いたしま
した。本件について
は11月25日(水)付
の全国信用組合新
聞、11月26日(木)
付の下野新聞に掲
載されました。

12/1
令和2年
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お金の地産地消白書2020に
地域金融機関の声として掲載

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に
支援してきた実践としての当組合菊地理事長のコメ
ントが「一般社団法人価値を大切にする金融実践者
の会」が第１刷として令和２年12月10日付で発行し
た「お金の地産地消白書2020」の【JPBV会員の地
域金融機関の声】欄に掲載(写真付)されました。

12/10
令和2年

JPBV (価値を大切にする
金融実践者の会)
オンライン対話会に参加
～第一勧業信用組合連携事業～

JPBV (価値を大切にする金融実践者の会)主催の
「GABVの動向と日本におけるバリュー・ベース・バン
キングの方向性」というテーマでのオンライン対話
会(Zoom形式)が開催されました。当組合はJPBVに
会員として登録しており、今回も役員2名が参加いた
しました。

12/15
令和2年

クラウドファンディング
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩもっと
への当組合の取組みが
月刊情報誌しんくみで紹介

12/10
令和2年

クラウドファンディング「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩもっと」し
んくみ新型コロナ対応事業者応援プロジェクト -私
たちは共に乗り越える- へ当組合から合計10先の登
録を行い、すべてが目標到達したことについて、その
取り組みの内容が12月10日付の「信組役職員のため
の月刊情報誌しんくみ」の【しんくみNews】欄で紹介
(写真付)されました。

日経地方創生フォーラム
in広島を視聴

12月20日(日)に常勤役員及び地域支援部において
WEBにより配信された広島市信用組合の山本理事
長の講話などが組み込まれた「日経地方創生フォー
ラムin広島」を視聴いたしました。

12/20
令和2年
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新春初詣祈願

当組合では毎年仕事始めに乃木神社に初詣祈願を
行っております。今年は例年の地域の繁栄、商売繁盛
等祈願に加えて新型コロナウイルス感染症終息を祈
願してまいりました。

1/4
令和3年

新年トップメッセージとして
ニッキンに掲載

当組合の菊地理事長が令和3年新春に当組合の役職
員に向け発信した新年メッセージが令和3年1月8日
(金)付のニッキンの【新年トップメッセージ・未来見据
え新常態に挑む】に掲載(写真付)されました。

1/8
令和3年

SDGs推進企業として
栃木県へ登録

当組合は栃木県がSDGsへの取組みのすそ野を広げ
るために募集を開始したSDGs達成に向けて意欲的
な企業活動に取り組む企業等がSDGsの取組みを
「環境」・「社会」・「経済」の3側面で宣言した内容につ
いて登録する制度に登録いたしました。本件について
は1月25日(月)付の全国信用組合新聞、2月5日(金)
付のニッキンに掲載されました。

1/7
令和3年

第一勧業信組デジタル
サイネージで那須塩原市PR
～第一勧業信用組合連携事業～

1/12
令和3年

東京都の第一勧業信組の22営業店のロビーで1月よ
りデジタルサイネージによる提携信組の地域情報を
放映する取組みが開始されました。第1回目のPR放
送として、那須塩原市の「いちごみるくフェア」と「巻
狩鍋フェア」が3か月間PR放映されました。第一勧業
信組様、那須地域の経済活性化へのご支援ありがと
うございました。本件については1月25日(月)付の全
国信用組合新聞に掲載されました。
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那須塩原市ART369
プロジェクトに参加

JPBV (価値を大切にする
金融実践者の会)
オンライン対話会に参加
～第一勧業信用組合連携事業～

JPBV (価値を大切にする金融実践者の会)主催の
「バリュー・ベース・バンキングにおける真・善・美の
統合」というテーマでのオンライン対話会(Zoom形
式)が開催されました。当組合はJPBVに会員として
登録しており、今回も役員2名が参加いたしました。

ねむの樹の焼き菓子が
第一勧業信組の
年金プレゼント品に採用
～第一勧業信用組合連携事業～

当組合のお客様である「ねむの樹」さんの焼き菓子が
第一勧業信組の年金プレゼント品に採用されまし
た。第一勧業信組様、那須地域の経済活性化へのご
支援ありがとうございました。

1/28
令和3年

1/29
令和3年

2/12
令和3年

「ART369プロジェクト」とはJR黒磯駅前～板室温泉
までの通称・板室街道(県道369号線)を「ART369
エリア」とし、新型コロナウイルスの影響により人との
つながりが希薄化している今だからこそアートで心の
豊かさを感じることに価値があると考え、アートを活
かして地域の魅力を発信しようと企画実行した官民
連携のプロジェクトであります。当組合の黒磯西支店
も参加させていただきました。令和3年3月10日付で
インスタグラムにART369プロジェクトとしてアップ
されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、多大な困難に直面
している全国の信組の取引先事業に対して信用組合業界全
体として「しんくみ」が共にこの危機を乗り越える姿勢を明
確にし、取引先事業者をサポートすることを目的として全信
組連がプロジェクトオー
ナーとなり昨年開始したCF
プロジェクトです。当組合か
ら今回は那須醤油さん(那
須塩原市)・創生なかがわさ
ん(那珂川町)・サンプラス
チックさん(那須塩原市)・
前田牧場さん(大田原市)・
ねむの樹さん(那須塩原市)
の5先が登録し、すべて目標
金額を達成いたしました。
ご支援ありがとうございま
した。サンプラスチックさん
(那須塩原市)は令和3年3
月5日(金)付の下野新聞(写
真付)で紹介されました。

1/15
令和3年 クラウドファンディング

「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩもっと」
しんくみ新型コロナ対応事業者
応援プロジェクト
～全信組連連携事業～

 -私たちは共に歩き出す-
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黒磯支店において
特別貸出FS実施

第17回目の「なすしん特別貸出ＦＳ」を黒磯支店のフィー
ルドで実施いたしました。黒磯支店のフィールドでの実施
は4回目となりました。新型コロナウイルス感染症のため
上期はＦＳ活動を休止していた為、今年度2回目の実施と
なり、訪問予定のお客様の了解を得たうえで、フェイス
シールド利用、消毒の徹底等、最大限の感染防止策を講
じての活動となりました。また今回も最終の総括会議の
様子を全営業店にWEBにてライブ配信し、全員参加意識
の醸成を図りました。

2/18
令和3年

那須町黒田原地区定住促進
住宅整備事業(PFI事業)
の起工式に参加

当組合が直接協定(ダイレクトアグリーメント)を締結
している那須町の黒田原地区定住促進住宅整備事業
(PFI事業)の起工式に参加いたしました。併せて住宅
の愛称は公募の結果「ウイングヴィーナス」(子どもた
ちが未来にはばたく美しい那須との意味合いが含ま
れる)と決定したことも平山町長より発表されました。
本件は令和3年3月6日(土)付の下野新聞(写真付)で
紹介されました。

ピーターパンカード
寄付金贈呈
～全信組連・オリエントコーポレーション・
栃木県信用組合協会・真岡信用組合連携事～

社会貢献活動の一環として、「ピーターパンカード」利
用代金の一部を「子供とその家庭の健全育成」を目的
として那須塩原市に、那須信用組合・真岡信用組合・
全国信用協同組合連合会・㈱オリエントコーポレー
ション・栃木県信用組合協会の5団体名義で寄付金の
贈呈を行いました。本件については3月1日(月)の下野
新聞(写真付き)、3月15日(月)の全国信用組合新聞
(写真付き)に掲載されました。

企業支援者育成シンポジウムの
一環事業に参加
～足銀・栃銀・栃木県信用保証協会主催・
当組合共催事業～

昨年11月に開催された「企業支援者育成シンポジウ
ム」の一環として、令和3年２月17日に宇都宮市文化
会館で「アフターコロナで問われる地域企業支援の
知見」をテーマとした北門信金・伊藤貢作氏との意見
交換会が開催されました。当組合からは関谷地域支
援部次長と東田矢板支店長代理の2名が参加いたし
ました。

2/17
令和3年

2/22
令和3年

2/25
令和3年
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なすしんデジタル化
推進PT発足

当組合のデジタル化(デジタライゼーションからデジ
タルトランスフォーメーションへ)を推進することを目
的とした「なすしんデジタル化推進プロジェクトチー
ム」を若手職員を中心として組織し発足いたしました。

3/3
令和3年なすしん地域応援

定期預金抽選会実施

なすしん地域応援冬のハッスルキャンペーンの抽選
会を実施いたしました。抽選人として本店営業部地区
総代の高田修一さん、大田原支店地区総代の岡野繁
雄さん、黒磯支店地区総代の石槻博之さんにおいで
いただきました。大変お世話になりました。

2/25
令和3年

日本銀行地域活性化
ワークショップに参加

霞が関ダイアログちいきん会
スピンオフに参加
～第一勧業信用組合連携事業～

霞が関ダイアログ(ちいきん会スピンオフ)オンライ
ン会議が今回は「新型コロナ禍で役に立つ制度・情
報の伝達」を目的として2月24日と3月3日に開催さ
れました。当組合からは地域支援部において2名が
参加いたしました。

3/3
令和3年

3/5
令和3年

「地域金融機関による地域商社の取組みと将来展
望」と題してオンラインで開催された「日銀による地
域活性化ワークショップ」に当組合から地域支援部
の3名が参加いたしました。
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令和3年度新入職員
オリエンテーション開催

令和3年度新入職員のオリエンテーションを開催いた
しました。まもなく新社会人としてのスタートです。な
すしんとして精一杯サポートいたします！共に地域経
済活性化に取り組んでいきましょう。

3/9
令和3年

第5回ちいきん会に参加
～第一勧業信用組合連携事業～

「第5回ちいきん会」に地域支援部の2名が参加いたし
ました。「ちいきん会」は地域金融機関の職員や公務
員らが肩書や立場を超えて地方が抱える課題の解決
策を探ることを目的としています。今回も新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止によりWEB開催となりまし
た。参加者は約40０人となりました。

栃木県下信用組合
個人ローン推進キャンペーン表彰
～全国しんくみ保証・オリエント
コーポレーション主催事業～

全国しんくみ保証㈱・㈱オリエントコーポレーション
主催による個人ローン推進キャンペーンが令和2年10
月～12月の3か月間、栃木県下信用組合(真岡信用組
合と当組合)の合同事業として実施され、証書貸付に
おいては両信組合計で134%の達成で終了し、成績
上位の営業店(那須塩原支店・黒羽支店)と職員(1名)
が表彰を受けました。

中小企業診断士の
情報誌に寄稿

(一社)栃木県中小企業診断士会が令和3年3月に発
行した情報誌「企業診断とちぎ3月号No.88」の【政
策・施策】欄に当組合の川島常勤理事・地域支援部長
が寄稿した「なすしんの地方創生・地域経済活性化に
ついて」が掲載(写真付４ページ)されました。

3/13
令和3年

3/17
令和3年

3/8
令和3年
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いちご一会とちぎ国体の
オフィシャルサポーター
として協賛

当組合は【いちご一会とちぎ国体】のオフィシャルサポ
ーターとして企業協賛いたしました。

3/29
令和3年黒磯西支店において

特別貸出FS実施

第18回目の「なすしん特別貸出ＦＳ」を黒磯西支店の
フィールドで実施いたしました。黒磯西支店のフィール
ドでの実施は4回目となりました。新型コロナウイル
ス感染症のため上期はＦＳ活動を休止していた為、今
年度3回目の実施となり、訪問予定のお客様の了解を
得たうえで、フェイスシールド利用、消毒の徹底等、最
大限の感染防止策を講じての活動となりました。また
今回も最終の総括会議の様子を全営業店にWEBにて
ライブ配信し、全員参加意識の醸成を図りました。

3/24
令和3年
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茶那丸くんレポートは

創刊号から

那須信用組合ホームページ

【茶那丸くんレポート

アーカイブス】で

ご覧いただけます。。
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なすしん地域応援
夏のハッスル
キャンペーン
抽選会！

令和2年
10月22日

PICUP PICTURE
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PICUP PICTURE

令和2年11月19日
コロナで中断後、
再開した大田原支店
FS活動出発式の様子！

令和2年11月12日
ものづくり企業展示・
商談会2020開会式！

レポート
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PICUP PICTURE

令和3年2月25日
なすしん地域応援
冬のハッスル

キャンペーン抽選会！

令和3年3月29日
いちご一会とちぎ国体の
オフィシャルサポーター

として協賛！
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