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……………………………………………… 小倉美惠子４

果たし、力を合わせよう。…… 中井敏夫（しまね）１
……………………………………… 小林完夫（館林）２
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……………………………………… 斉藤昭雄（西京）３

………………………………………………… 草山明久５
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て…………………………………… 吉川敏夫（蒲郡）４

⑤商店街と信用金庫は地域繁栄の強力パートナー
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………………………………………………… 桑島俊彦７
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⑥地位確立の
⑦信用金庫の課題～古くて新しい問題……… 安田原三９

さんしんは「地域のホームドクター 」をめざします
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… 伊藤新吉（渡島）
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………………… （暁鐘）２
ビジネスマッチングの発展方向……
… （洛中洛外図）３
中小企業の体質改善への転機に……
………… （木鐸）４
おもてなしの心……
………………… （アドヴァンス）５
つなぐ力……
………………………………… （漁り火）６
歴史の中の今……
………………………… （自然居士）７
科学の眼と日本人の見えざる価値……
… （パンゲア）８

…………………………………………… （目利戸薫）

新長期計画に一言……
………………………… （飛鳥）９
緊急時にはマニュアルより判断・決断力

野球観戦の原風景……
……………………… （こせん）
大震災の復旧・復興からの出発……
………… （天馬）

◆巻頭言

バーゼルⅢ国内基準の検討に向けて……
……………… １
顧客囲い込みにクレジットカードの活用を……
……… ２

女性職員の活躍推進を……
……………………………… ３
監督指針では人は育たない……
………………………… ４

信用金庫の存在意義を再確認する……
………………… ５
これからできること……
………………………………… ６

複合災害がもたらした懸念……
………………………… ７
震災から何を学ぶか……
………………………………… ８

「を」から「に」への転換……
………………………… ９
歳超雇用者の活用・処遇の再設計を……
……………

言葉の持つ重み…………………………………………
…
信用金庫の本領発揮……
…………………………………

●業務推進

〈金庫・関連団体事例〉

㊼地域と協働して行う社会貢献活動………… 東京ベイ４

◆「地域活性化しんきん運動」推進事例

㊽人と人、思いと思いをつなげる橋渡し役に…… 東榮５

㊾ミュージカル『稲穂堂物語』で、
「この街と生きてゆ

く」信金をアピール……………………………… 秋田

◆東日本大震災関連

支援活動………………………… 山形県信用金庫協会６

○〔記録１〕東日本大震災における石巻信用金庫への

………………………………… 近畿地区信用金庫協会６

○〔記録２〕被災地への緊急支援物資の送付等

…………………………………………………… 全信協６

○〔記録３〕業界の東日本大震災への対応と支援

……………… 渡島／東京東／足立成和／城南／磐田７

○〔記録〕業界内の支援活動
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○〔記録〕業界内の被災地支援活動………… 柴﨑光章８
○〔ルポ〕東日本大震災、そのとき仙台で起きていた
こと…………………………………………… 千葉淳子８

誠（城北）／渡邉康貴（尾西）

……………………………………… 座主光隆（金沢）９

○〔記録〕業界内の被災地支援活動
……………… 籠宮
…………………………… 刀禰和之（信金中央金庫）
（全国信用金庫協会）／河合大典（信金中央金庫）

……………………… 木曽陽一（多摩）／千島美江子

◆その他
を実現するために………………………………… 川崎

○「人が動けるＢＣＰ」を導入〜スムーズな店舗運営

〈シリーズ〉
回）

⑮環境負荷低減に向けた当金庫の取り組み… 京都中央１

◆金庫の環境問題シリーズ（全
⑯住みやすく豊かな地域の実現をめざして……… 城北２
⑰「環境モデル都市おびひろ」から省エネの啓蒙を
……………………………………………………… 帯広３

〈その他〉
…………………………………………… 鈴木和男８・９

○効果ある節電で「電力危機」を乗り切ろう！（前後編）
○東日本大震災復興支援における支援者の活動〜阪神・

●経済・金融・地域・社会
〈論評・解説・事例〉
○〔寄稿〕経済のグローバル化と信用金庫… 川瀬

透１

………………………………………………… 谷川孝美４

○世界的な金融・経済危機と欧州協同組合銀行

一生７

………………………………………………… 吉田敬一７

○地域特性を生かした自律型地域再生に向けて
○被災者に雇用を創出する復興を…………… 今

……………………… 畠山茂陽・山田康人・漆田義孝９

○たまり場から生まれる絆が震災復興の活性源に

○平成

年のわが国中小企業の課題と展望… 渡邊幸男１

◆その他

年度下期金融経済の課題と展望…… 斎藤大紀

年度の経済財政白書を読んで……… 今松英悦

………………………………………………… 川名和美８

○『２０１１年版 中小企業白書』の概要とポイント
○平成
○平成

○２０１１年の金融界を回顧する………………………

●全信協・信用金庫関連団体
○〔平成

年度全信協事業計画の概要〕
「地域と中小企

◆事業計画・決算
業の再生・活性化をめざして」…
……………… 全信協３
年度人事教育事業計画〕

年度事業計画……………………………………

○平成

年度テレビＣＭ

◆全信協広報活動

石川遼選手「夢のパートナ

年度「信用金庫の日」推進状況

ー」篇…………………………………… 全信協広報部４

…………………………………………… 全信協広報部９

○平成

○高校・高専生！わがまちビジネスアイデア・コンン

◆その他の全信協活動・解説

回信用金庫社会貢献賞

……………… 全信協協働事業部

地域活性化推進室３

テスト２０１０「体験こそが挑戦の種に」
○第

信用金庫の社会貢献活動に思う……
………… 榧野信治７

受賞活動について……
…………………… 全信協広報部７
○しんきん相談所の平成 年度取り扱い状況

回信用金庫ＰＲコンクールの審査を終えて

⑥…２

～

月期…………………………………… ２

●随想・教養・トピックス

２０１１年７～９月期……………………………………

２０１１年４～６月期…………………………………… ８

２０１１年１～３月期…………………………………… ５

２０１０年

…………………（信金中央金庫地域・中小企業研究所）

◆全国中小企業景気動向調査

⑤…１

◆アジアの風 （不定期）………………………… 篠崎幸弘

〈シリーズ〉

………………………………………………… 込山俊朗６

○第

◆関連団体

…………………………………………… 全信協広報部

○しんきん地域応援キャンペーンの推進結果

…………………………………… 全国しんきん相談所７

22

松下幸之助から学びて、いま思う日本の行く末

◆寄稿

11

○〔平成

……………………………………… 全信協人事教育部３
○〔平成

年度広報事業計画〕………… 全信協広報部３
…
年度事業計画
年度事業計画…………………… 信金中央金庫６

……………………… しんきん共同システム運営機構４

○平成
○平成
○平成

12

淡路大震災での教訓を活かしたい！……… 中村順子

●人材育成・活用
〈事例〉
○女性職員の柔軟な感性は金庫の大きな活力に… 姫路９
○同行指導者から見た若手渉外担当者への指導… 西尾

年度の全国信用金庫決算概況… 全信協企画部８

しんきん保証基金／しんきん情報システムセンター６
○平成
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㊼少年野球監督………………………………… 塩見邦義６

⑯…９

⑫〔拡大版〕…１

⑭…５

㉞…２

㊶…９

㉟…３

㊷…

㊱…４

㊼…８

㊶…２

㊽…９

㊷…３

㊾…

㊸…４

㊵…８

㉞…２

㊶…９

㉟…３

㊷…

㊱…４

⑩…２

⑪…３

⑮…７

㊲…５

㊸…

㊹…５

㊿…

㊲…５

㊸…

㊳…６

㊹…

㊺…６

…

㊳…６

㊹…

…………………………………………………… 遠藤梨栄
⑨…１

◆懐徳堂からひも解く日本人の知性 （全 回）

㉓…２

㉔…３

…………………………………………………… 宮川康子
㉒…１
㉒…１

㉙…８

㉓…２

㉚…９

㉔…３

㉛…

㉕…４

㉜…

㉖…５

㉝…

㉗…６

◆クオリティ・シティをめざせ………………… 高松平藏
㉘…７

●税務

〈シリーズ〉

◆しんきん税務教室 （全 回）

……
…………………………………… 井上総合会計事務所
⑩…１ ⑪…２ ⑫…３

①…４

⑧…

②…５

⑨…

③…６

④…７

⑤…８

⑥…９

◆いまさら聞けない信金マンのための税務の
基礎 …
…………………………………………… 星野敬一
⑦…
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⑬…３

㉝…１

㊵…８
㊵…１

㉝…１

◆東京日本橋まちづくりネットワーク （全 回）

㊴…７

◆駅のある風景 ……………………松本忠

㊻…７

◆大谷由里子の「ココロの元気」の作り方

㊴…７

………………………… 平澤克彦／谷川孝美／廣田裕之

◆海外金融ジャーナルを読む

⑰…

………………………………………………… 松岡紀雄６
㊽消防団員……………………………………… 藤田洋司７

絢

野球部……
…………………………………………… 高崎７
弓道部……
………………………………………… 世田谷９

よさこい踊り〔翔舞〕…
………………………… さがみ２
音楽部〔ちたしんドルフィンズ〕…
……………… 知多４

◆わが金庫のクラブ活動

カメラ………………………………………… 梅村光一

川漁師………………………………………… 中脇篤志

ミス沼田……………………………………… 金井

㊿映像製作……………………………………… 杉浦啓之９

㊾信金マン……………………………………… 石川清英８

節６

大震災からの復興に問われていること……
… 内山

◆新春随想

望（鹿児島）２

12

一路到白頭……
……………………… 遠山 博（遠軽）１
「温故知新・報恩感謝」で……
…… 大西和彦（湖東）１

◆銷夏随想
海辺の紫陽花……
…………………… 小出昭夫（柏崎）８

〈シリーズ〉
◆わが支店長時代
日々コツコツと、確実に一歩前進

ンを大切にして………………… 梅田

マラソン〔シーズンスポーツクラブ〕………… 静清
…
女子バスケットボール部〔ハリー・ホット〕…
…鶴岡
正月は「いろはかるた」で…１／岩礁熱中人…２／

◆はなしの歳時記 …
…………………………… 高村壽一

／「財

24

……
……………………………… 駒村孔亨（足立成和）１
「正確な事務」と顧客・職員とのコミュニケーショ
悟（上田）３

時空の感覚…３／寺田寅彦の天災考…４／忘れ得ぬ

実るほど……
………………………… 増子
支店業績ナンバーワンをめざして
……………………………………… 小澤正明（西武）４

下…７／反抗の酒…８／「てふてふ」を追う…９／
／灯火親しむ候…

犬たち…５／ローソクの夜…６／クール・ビズの天

信用金庫であるからこそ……
……… 谷藤光晴（横浜）５
「約束を守る」「人間性を売る」ことを徹底した８年

続「てふてふ」を追う…
を挙げて支援す」…

（西濃）…１／（小松川）…２／（広島みど

◆信用金庫の源流 …
…………………………… 平山惠三

／ （ 北 海 ） …

震災に広がる自治体支援の輪…………………………… ５
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10
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12

……………………………………… 河本幹雄（愛媛）６
昇（焼津）８

／（にいかわ）…

（ 瀬 戸 ） … ９ ／ （ 館 山 ） …

（紀北）…６／（山口県）…７／（新潟）…８／

り）…３／（埼玉懸）…４／（中南）…５／

勉（高岡）９

挑戦・失敗を乗り越えて……
…… 土井由幸（西兵庫）７
仲間とお客さま……
…………………… 畑
やりがいのある支店長職……
………… 今

11

動き出した広域連合……………………………………… ２

◆クオータリー・レポート

10

「恩に報ずる」ということ……
…… 山﨑克典（朝日）
地域に根ざし真心込めた取り組みを推進
……………………………………… 小林正人（蒲郡）
店の最高責任者としての責務……
… 樋口郁雄（福島）

㊸珠算…………………………………………… 星尾貴文２

㊷野球…………………………………………… 田村英二１

◆われら信用金庫人

12
「脱原発」に揺れる地域、経済界 …
……………………… ８
自治体防災対策見直し相次ぐ……………………………

12

10

12

◆まちから、ちから。（隔月連載）……
…… 齋藤喜以子

12

11

11

11

㊹トンボ採集…………………………………… 邉見行雄３
㊺少年野球審判………………………………… 大江戸健４
㊻マジック……………………………………… 安田利実５
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