



⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝羽下博
︵小松川︶３

・﹁甘えの構図﹂と機能低下⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝７

・日韓・日中交流に想う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６

・信用金庫の今日的課題︱若者たちを囲い込む⁝⁝⁝

・経営計画策定にあたって⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝９

・素敵な街に住みたい⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

・﹁お客さま・職員・金庫﹂三者共栄の基本姿勢を貫く

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝太田哲夫︵佐野︶４

・信用金庫の原点と新たなサービスのあり方を求めて
そして共生を志す

・襲来するハイ・ウェーヴ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・今こそ狭域高密度の本領を

・地域密着型金融推進計画に想う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・少子高齢化の先にあるもの⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１

◆巻頭言

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝伊藤昌明︵目黒︶５

男
︵大阪厚生︶７

・理念実践⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２

・地域社会の発展とお取引先の繁栄に奉仕できる真の

・偽造防止策には﹁らしさ﹂も有効⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６

・協同組織制度の再評価⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５

・無駄の効用⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４

・社会的責任について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３

信用金庫人の育成こそ経営の最優先課題である︒

田芳雄
︵利根郡︶

・中心商店街の再生⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２
・適者生存⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３
・平成の大合併に想う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４
・自己教育の大切さ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５

⑲ＰＰＰによる地域活性化に向けた取り組み⁝⁝八幡３

⑱当金庫の中小企業再生・支援⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝熊本２

◆﹁地域再生しんきん運動﹂推進事例

︿金庫事例﹀

・新たな経営体制の構築を⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・一連の政策決定と新長期経営計画⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・組織が求める人材像を明確に⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・改革の名に値する郵貯改革を⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝９

・リスク回避には応分の負担⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

・広報体制の一段の充実・強化を⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝７

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝小川恒明︵東栄︶９

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝池田拓夫︵半田︶８

・ＣＳＲに配慮しつつ︑効率経営を貫く

貢献と共生を！⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝中村

・﹁夢﹂﹁愛﹂﹁熱﹂をもって︑地域社会・中小企業への

・﹁豊かな夢﹂の実現に向けて⁝⁝⁝小川二郎︵岐阜︶６

１
０



二〇〇五年﹃信用金庫﹄索引

●経営戦略
・年頭所感 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝長野幸彦１
・新 年 を 迎 え て ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝宮本保孝１
・全国信用金庫大会会長挨拶 ⁝⁝⁝⁝⁝長野幸彦７

︿シリーズ﹀
◆地域社会の再生・活性化と信用金庫の役割
⑩日本の中小企業には︑中国という黒洞にも負けない
力がある⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝橋本久義２
⑪信用金庫の再編と顧客の望む信用金庫の機能
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝家森信善３

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝長谷川良男
︵新発田︶

⑫信用金庫の地域ミッションと空間創造⁝⁝長谷川勉４

・﹁着眼大局︑着手小局﹂をもって堅実経営の王道を

◆論壇

度は預貸金シェアだ⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・金融を通じて地域への貢献度を高めること その尺

歩む⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝石田武
︵さがみ︶

・当金庫のリレバン で愛・ふれ愛・ささえ愛

◆信用金庫と地 域 社 会〜ＣＳＲの 視 点 か ら 見 た
社会貢献活動

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝田中優９

②市民団体から見た信用金庫に期待する社会貢献活動
③金融機関による取り組みと今後への期待⁝岸本幸子


・﹁らしく﹂の心⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１



１
１
１
２
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骭

①ＣＳＲによるコーポレートブランド革新⁝伊藤邦雄８

１
０
１
１

④社会的統合と非営利事業体支援のための金融機関と
して⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝足達英一郎

木一之
︵広島︶１

◆私の経営理念・経営方針
・ 地域№１のハイタッチバンクをめざして！
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・第二創成期のスタートに立って⁝山本米吉︵二本松︶２
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2005年『信用金庫』索引

⑳一歩踏み込んだ企業再生をめざして⁝⁝⁝⁝⁝福井６

◆その他

・人材の革新による融資特化活動⁝⁝⁝⁝⁝大阪厚生

地域経済を支え合う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝伊達７

〇住宅金融公庫による証券化支援事業の推進と信用金

の対応について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝三条２

〇﹁平成十六年七月新潟・福島豪雨﹂︵七・一三水害︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝朝日２

〇﹁コラボ産学官﹂による産学官連携活動の取り組み

当金庫の企業再生・地域再生に向けた取り組み

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝備前９
商品開発で地域再生を⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝高松
歩みは地域の﹁夢﹂と共に⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝知多

庫における取り組み事例︵播州・東春・大分・広島
・空知︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝住宅金融公庫４
〇当金庫の偽造キャッシュカード対策と 盗人御用

１２

流言飛語の温床を断ち切るために⁝大橋和彦︵仙台︶
２

◆研修所の講座に参加して

︿シリーズ﹀

・回想 鎌ヶ谷の夏⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝税田格十︵高鍋︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝新堂友衛
︵大阪市︶

・自分で考えることのできる人間をつくる

︹研修所開所四十周年によせて︺

・沼津・熊本第一︶

︹座談会︺﹁信用金庫業界における人材育成の課題﹂︵米沢

〇研修所開所四十周年記念⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

︿特集﹀

●人材育成

○お客さま満足を重視した取り組み⁝⁝⁝⁝⁝⁝巣鴨

〇当金庫における個人情報保護の取り組み⁝⁝⁝金沢９

〇当金庫における地公体との連携強化策⁝⁝⁝⁝城北７

について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝巣鴨５



使命共同体の中核として貢献する⁝⁝⁝⁝⁝⁝米子

◆信 用 金 庫 の 事 業 計画重点施策 ⁝東京東／大阪６

●業務推進
︿特集﹀
〇信用金庫におけるＩＳＯ１４００１認証取得の意義
とその効果⁝損保ジャパン・リスクマネジメント／
環境への取り組み⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝川口／長野４
ジアップ⁝東京都信用金庫協会／足立成和／瀧野川

○
﹁中学生の職場体験事業﹂
を通じた信用金庫のイメー

︿金庫事例﹀
・当金庫の融資推進について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝空知１

◆融資推進事例
・当金庫の住宅ローン推進⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝島田３
・中小企業金融に対する取り組み⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝京都４
・当金庫における融資稟議支援システムの導入につい
て⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝埼玉縣５
・当金庫の融資推進施策について⁝⁝⁝⁝鹿児島相互７
・チームＦＦ︵融資開拓班︶の活動⁝⁝⁝⁝⁝⁝三島８
・当金庫の融資推進体制について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝奈良



これからの時代に期待される会計担当者

孜６

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝土肥一忠１

〇平成十七年のわが国金融・経済の課題と展望

◆その他

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝内閣府経済社会総合研究所７

〇﹁日本二十一世紀ビジョン﹂の概要

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融庁検査局総務課８

〇︿解説﹀金融検査に関する基本指針の概要

ョンプログラム﹂
の取りまとめにあたって ⁝村本

〇﹁地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクシ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融庁監督局総務課協同組織金融室６

ョンプログラム︵平成十七〜十八年度︶﹂について

〇﹁地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクシ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融庁総務企画局政策課５

〇金融改革プログラムの工程表について

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融庁総務企画局政策課３

〇﹁金融改革プログラム﹂について

◆行政の動き

︿論評・解説﹀

●経済・金融・地域・社会

〇新入職員を迎えるにあたって⁝⁝⁝⁝⁝⁝平澤克彦４

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝諏訪康雄１

〇高齢者雇用を中心とした最近の人事諸問題への対応

︿その他﹀

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝長崎全宏︵蒲郡︶３



〇生体認証による本人確認の現状と今後の動向
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街に学生の力を！⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝亀有８
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2005年『信用金庫』索引

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈱ＮＴＴデータ４
〇平成十七年度中小企業対策予算の特徴と中小企業
政策の課題⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝伊藤公一５

正７

いて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝東京商工会議所６

〇東京商工会議所メンバーズビジネスローン事業につ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝齊藤

〇二〇〇五年版﹁中小企業白書﹂の概要とポイント

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝中小企業基盤整備機構９

〇信用金庫との連携強化と地域ブランドづくりの支援
〇青森県信用金庫協会によるコラボ産学官青森支部設
立に向けて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝青森県信用金庫協会９
〇平成十七年度の経済財政白書を読んで⁝⁝⁝遠藤健
〇平成十七年度下期金融経済の課題と展望⁝斎藤大紀
〇地域銀行が描く成長シナリオ⁝⁝⁝⁝⁝⁝山中壽一

拡大後に向けた適確なＰＲ・広報対応を

〇︹平成十七年度ＰＲ特別事業計画︺ペイオフ解禁の
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協広報部３
〇平成十七年度事業計画⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝信金中央金庫５
〇︹平成十七年度事業計画の概要︺
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

しんきん保証基金６

①信用金庫のローン拡充に資する

さらに推進する

②創立二十周年を機に︑効率的なシステムの提供を
⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈱しんきん情報システムセンター６
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協企画部８

〇平成十六年度の全国信用金庫決算概況

〇平成十七年度のテレビＣＭ﹁街の相談役︒﹂
篇

◆全信協広報活動
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協広報部６
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝込山俊朗６

〇第二十四回信用金庫ＰＲコンクールの審査を終えて

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協保険業務部８

〇保険販売商品の拡大に伴う今後の対応について

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協業務推進部

〇偽造盗難キャッシュカード問題への対応について

②⁝５

③⁝７

④⁝９

⑤⁝

○しんきん資料館通信︵隔月連載︶⁝⁝⁝全信協総務部
①⁝３

◆関連団体

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈱しんきんクレジットサービス２

〇終わりなきカード犯罪との戦い

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈱しんきん情報サービス５

〇企業間決済の電子化の動向

〇ペイジー口座振替受付サービスの取り組みについて

回︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈱しんきん情報システムセンター

︿シリーズ﹀

◆最新中国事情︵全

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝黒岩達也︵信金中金総合研究所︶

⑦日本企業による人民元切り上げ対策⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３

⑥水面下で進む外資導入見直し論議⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２

⑤日本も関係する中国の祝祭日⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１

◆その他の全信協活動

⑧中国の韓流ブームと日中関係⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４

⑨中国におけるＭ＆Ａの動向⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５

⑩反日デモはなにを意味するのか⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６

⑪日本語のなかの中国語⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝７

⑫中国のｅコマース市場⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

⑬今後の人民元改革のシナリオ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝９

⑮ご難続きの香港ディズニーランド⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

⑭中国のコンビニ事情⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
〇第八回信用金庫社会貢献賞

⑯中国の第十一次五ヵ年規画⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
・受賞活動について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協広報部７

・信用金庫の社会貢献賞に思う⁝⁝⁝⁝⁝⁝青木孝子７

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協業務推進部６

〇ＡＴＭチャネル利用意識調査結果の概要について

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協３

〇﹁地域再生しんきん運動﹂の推進状況について

ルール﹂について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協業務管理部３

〇業界における﹁個人情報の保護と利用に関する自主

ンキング⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協企画部３

〇︿発言﹀信用金庫にとってのリレーションシップバ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協広報部９

〇平成十七年度﹁信用金庫の日﹂推進状況

１
１

１１

１１

１２ １１ １０

〇地域産業の底上げと人材育成による社会貢献
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝佐藤晟
〇二〇〇五年の金融界を回顧する⁝⁝⁝⁝⁝杉山美邦

︿講演録﹀
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝阿部正義
︵浜松︶１

〇地域社会の活性化・中小企業再生への取り組み

●信用金庫関係団体
◆平成十七年度事業計画
〇︹平成十七年度全信協事業計画の概要︺経営力強化
による信頼性の向上をめざして⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協３
〇︹平成十七年度人事教育事業計画︺人間力の発揮を
通じて︑地域・中小企業の育成・支援を
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝全信協人事教育部３
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2005年『信用金庫』索引

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝雨宮泰博︵朝日︶
９
・﹁人材育成と情報収集﹂重視の支店経営
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝平野敬悦︵秋田︶

二〇〇四年十〜十二月期⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２

◆全国中小企業景気動向調査
二〇〇五年一〜三月期⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５

孝夫︵西武︶

・ホイアン日本人町を歩く⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

・﹁油断﹂やっぱり大敵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝７

・モラール低下の恐ろしさ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６

・巨象の暴走⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５

・日本が動きだした⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４

・漂流するフリーターたち⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３

・文明は西に向かうのか⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２

・足下を見る⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１

◆はなしの歳時記 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝高村壽一

・人と人との出会いに感謝⁝⁝⁝⁝⁝

・﹁人を活かす﹂経営に徹して⁝⁝⁝樋野征治︵大阪︶
１１

二〇〇五年四〜六月期⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８
二〇〇五年七〜九月期⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

橋久雄
︵東京東︶１

●随想・教養・トピックス
◆新春随想
〇酉年に想う
・着地⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
・還暦に当たっての想い⁝⁝⁝⁝木村廣昭
︵たちばな︶１
・毎日が﹁写真﹂人生⁝⁝⁝⁝⁝谷口良則
︵のと共栄︶８

◆銷夏随想

闘う商人

の軌跡⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・﹁あらえびす﹂をご存じ？⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝９
・

・﹁紀文大尽﹂の正体⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
・ジャパン・パッシング説⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

◆信用金庫の源流 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝平山恵三
⑩︵広島市︶⁝１ ⑪︵岐阜県関町︶⁝２
⑫︵栃木県大田原町︶⁝３ ⑬︵千葉県佐原市︶⁝４
⑭︵福島県いわき市︶⁝５ ⑮︵宮城県石巻市︶⁝６
⑰︵神奈川県小田原市︶⁝８
⑲︵滋賀県長浜市︶⁝
︵富山県高岡市︶⁝

︿金庫事例﹀

〇硬式テニス部⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝尼崎２

◆わが金庫のＣＬＵＢ活動

︿寄稿﹀

的意義⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝橋本朗４

・信用金庫のガバナンス確立のための報徳思想の現代

ル⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝宮田矢八郎

・中小企業の収益向上に向けた定性要因の定量化モデ

●法務・税務・財務

︿論評・解説﹀

金融情報システムセンター５

〇個人情報保護法に対応したＦＩＳＣ安全対策基準改

訂の概要⁝⁝⁝⁝⁝⁝

〇金融機関における個人情報保護の実現⁝⁝牧野二郎９

〇新会社法の概要とポイント⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝今野裕之

留意点⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝寺山昌文

○﹁中小企業の会計に関する指針﹂の概要と適用上の

︿シリーズ﹀

⑧⁝

②⁝５

⑨⁝

③⁝６

④⁝７

⑤⁝８

⑥⁝９

◆ワンポイント税務 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝橋本尚
①⁝４
⑦⁝

⑳⁝

⑭⁝５

⁝

⑮⁝６

◆ひとくち法務 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝小笠原耕司

⑬⁝４

⑲⁝

「信用金庫」２
０
０
５・１
２

74

・福山の伝統芸能﹁二上りおどり﹂の継承

隆
︵新潟︶１

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金藤和明
︵しなまみ︶８

︿シリーズ﹀
◆わが支店長時代
・わが心に残る下町にて⁝⁝⁝⁝⁝⁝阿部

・知恵を出し競争に打ち勝つ⁝⁝⁝⁝⁝清住真
︵長野︶２

⑯︵下北半島︶⁝７

⑱︵埼玉県飯能市︶⁝９
⑳︵福井県敦賀市︶⁝

◆クオータリー・レポート

・個人保護法完全施行⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５
・揺れる関西の証券・金融界⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

⑫⁝３

１
１

１
０

１
２

闍
闢

・海外観光客の誘致で︑成るか地域経済の活性化⁝⁝２

１２ １
０

・フットワークと決断力⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝木村修
︵金沢︶３
・﹁お客さまをよく知る﹂ことが︑支店経営の第一歩
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝沼田雄一
︵熊本中央︶４
・山中無暦日 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝土井宏文
︵高松︶５
・苦しくも懐かしき支店長時代⁝⁝⁝大越憲夫
︵水戸︶６

社会貢献⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝長尾政明７

１２





⑱⁝９

１２

⑪⁝２

⑰⁝８



⑩⁝１
⑯⁝７

１１

・﹁お客さまと金庫の共通の利益﹂の提供による地域

１１

１１

・揺れる阪神電鉄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

１０

・修練の日々に感謝⁝⁝⁝⁝⁝遠藤修一
︵大地みらい︶８
・生き甲斐を感じる職場づくりを課題として

１０



１２ １
１１
０
１
２１
１１
０
１
１





