2019年４月1日

創刊号

日本 一コミュニケーションが
豊かな会 社をつくるために
お客様の事業を考え、
お客様のしあわせづくりに貢献し、
豊か
なコミュニティを築くために、京都信用金庫は「日本一コミュニ
ケーションが豊かな会社」
を目指しています。

2000人のダイアログ
２０００人のダイアログとは、
アソシエイト
（パート職員）
も含め
た役職員２，
０００人が交流・対話・意見交換をする場のことです。
当金庫が目指す姿を今一度共有するために榊 田理事長の
リードスピーチから始まり、
そしてさらに良い会社になるために
役職員が対話をしながらアイデアを出し合いました。
２１回にわたり実施し、そこで生まれたアイデアが次々と実現
しています。

2000 人のダイアログ

【2000人のダイアログから生まれたアイデア】

1.
人づくり

2.

金庫内
コミュニケーション

・地域グループ内
自由異動制度

・役員と職員の交流イベント
の 実施

・社内公募制度の拡充

・2000人のダイアログ
の定期開催

3.

店内
コミュニケーション
・ランチタイムの活用
・全員会議（ボトムアップ・
ダイアログ型）

4.
新しい働き方
・カジュアルフライデー
（私服デー）
・バースデー休暇

地域のお客様のお役に立ち、人々の絆を育むこと
当金庫は「日本一コミュニケーションが豊かな会社」を全
役職員で作っていきます。社内のコミュニケーションが良く
なければ、地域のお客様や企業様との良好なコミュニケー
ションを図ることはできません。
「日本一コミュニケーション
が豊かな会社」を作ることは、お客様の事業や地域の発展に
貢献すること、お客様のしあわせづくりのお手伝いをするこ
とへ繋がると考えます。

カジュアルフライデー

役員と職員の交流イベント

京都信用金庫の歴史
京都信用金庫は、昭和 46 年にコミュニティ・バンク宣言をして以来、地域における「心豊かなコミュニティ」の実現に向け、金融サー
ビスを通じて地域社会との繋がりを深め、人々の絆を育むことを基本理念としています。
コミュニティ・バンクの基本理念

京都信用金庫が目指す経営姿勢
お客様の「役に立つ」金融機関を目指す
機械にできることは機械にまかせ、
職員は人にしかできない仕事に専念する
イノベーションが生まれる地域を創造する
職員一人ひとりが自らの成長を実感できる
明るい職場を目指す
日本一コミュニケーションが豊かな会社をつくる

京信本店ビル

真にお客様のお役に立つ金融機関を目指して
−お客様のことを、本気で考える−
プロジェクト方式による本業支援
お客様との共通価値の創造のために営業店と本部が一体となり、
アイデア・工夫・提案を持ち寄り、
お客様をサポートし課題解決に取り組んでいます。お客様のために営業店、本部からメンバーを募り、
寄ってたかってお客様のことを本気で考え、事業を支援しています。

地元、栗東でフレンチを”
今回紹介する先は、2018年10月1日に栗東でオープンした本格フ
レンチを楽しめるお店「La Libellule（ラ・リベリュール）」。
「地元の方々
にフレンチを気軽に楽しんでいただきたい」という長年の夢を実現させ
るためにオープン。開店準備は店舗物件と内装業者のみが決まっている
状態で、食材調達や資金調達、市場調査など多くの不安を感じておられ
ることをお聞きし、同年7月より栗東支店はプロジェクトを組みサポート
することにした。

夢へのお手伝い
事業計画見直しチームは、収支計画シミュレーションの確認に始まり、
人口調査、家計の消費調査、近隣競合店のメニューや特徴を分析。おも
てなし・サービスチームは、空間照明や「こんなお店へ行きたい」、
「こん
な工夫がうれしい」をアンケートし、回答結果をまとめた。広告・PRチー
ムは、
チラシポスティング業者の調査、地元情報誌の種類・発行部数・特徴
を調査、HPの作り方、SNSの活用方法を調べた。食材仕入れチームは
地元業者の調査およびリスト作成、当金庫内のビジネスマッチング掲示
板の活用により、8先と契約。
3ヵ月間におよぶプロジェクトの結果、
10月にお店をオープンすること
ができた。お客様から「資金を貸してもらうだけではなく、金融機関の人
が時間を割いていろいろなことを調べ、親身になってサポートしてくだ
さったので開店できた。」と喜びのお言葉をいただいた。

データ

ふらんす料理 La Libellule(ラ・リベリュール)
滋賀県栗東市安養寺1丁目2-7 Lポート101

☎077-584-4247 ランチ：12:00〜14:00 L.O.／ディナー：18:00〜20:30 L.O.
定休日：水曜日 ※駐車場あり

ラ・リベリュール
栗東支店

−町を元気に。この想いからはじまる−
笠置町の町おこし

京都府の南端に位置し、
2019年１月時点の人口は１，
３３２人と日本で人口

笠置町って か？ が少ない町の一つ。豊かな自然に囲まれ、町のシンボルは標高２８８ｍの笠置
す
知っていま

山。
また、
東京オリンピック新種目のボルダリングができる天然岩があります。

笠置町と京都信用金庫
京都信用金庫が笠置町に出会ったのは、
２０１７年、映画「笠置ROCK!」がきっかけでした。笠置町を盛
り上げるための映画です。笠置町を舞台に町民約３００人以上が出演しました。
京都信用金庫は、監督を務められた馬杉 雅喜氏と交流があったことから、映画制作に協賛し映画の
PRにも協力しました。
この映画がきっかけで、約３０年 振りに
「笠置音頭」が復活し、京都信用金庫職員
も 町民 の皆さんと「笠置音頭」を踊りまし
た。
いつの間にか、笠置町の町おこしを少し
でもお手伝いしたいという想いが生まれ、
２０１７年に当金庫の若手職員による町おこ
し
「笠置インパクト」を開催、そして２０１９年
４月からは当金庫職員を笠置町役場の企画
課に派遣することになっています。
毎年開催されている
「鍋 １グランプリ」に
も協賛しています。

笠置音頭ゆかた祭

Pic Up カサギ！
「笠置の天空でいだたく、絶品きじ鍋」

笠置山に佇む、
「自遊宿 料理旅館 松本亭」。愛さ
れ続ける人気定番メニューの「きじ鍋」が堪能できる。
弾力あるきじ肉の食感に、
かつおと醤油の出汁の組み
合わせがとても味わい深い。隠し味のごま油も食欲を
そそる。〆には桜葉そばであっさりと。

【きじ鍋が食べられるお店】

笠置町「松本亭」 京都府相楽郡笠置町笠置山20（笠置寺門前）

☎0743‐95‐2016 ランチタイム：11：00〜15：00／ディナータイム：17：00〜21：00
※不定休・要予約 ※5,000円未満のお食事で個室希望の場合はサービス料
（10％）
別途要。
魅力
ます！
んあり
さ
く
た

木津川

笠置山コース：付だし・きじ鍋・桜葉そば・ごはん・お漬物・デザート
お食事のみ￥5,500
（税別）
、
宿泊
（1泊2日）
￥13,000
（税別）

笠置町フォトコーナー
■ 四季の魅力

河川敷キャンプ

全国ご当地フェスタ「鍋−１グランプリ」

■ グルメ

春／さくらまつり

秋／もみじライトアップ

夏／笠置音頭ゆかた祭
花火大会
灯篭流し

冬／全国ご当地フェスタ
「鍋−１グランプリ」

きじ鍋
ぼたん鍋
松茸料理

次回予告
寄ってたかって「笠置町の元気づくり」
・
「町おこし」に取り組む京信。
次回は、私たち京信の奮闘ぶりをご紹介いたします。
灯篭流し

ボルダリング

ー 従来以上のきめ細かい ﹁しあわせづくり﹂ー

お客様に寄り添う金融機関

「ノーカウンター店舗誕生。
Ｓ
Ｗ
Ｅ
京信Ｎ
２０１９年２月１２日東桂支店リニューアルオープン」
営業時間は１０時から１７時、
１１時半から１時
間お昼休みを設けます。店内にはソファやテー
ブルを用意し、皆様をおもてなしいたします。お
子様が遊べる場所も設けましたので、是非一緒
にご来店ください。カウンターを取り払い、事務
スペースを半減させてカフェのようなしつらえ
にしました。幅広い年代の方々に気軽にご来店
いただき、地域のお客様にきめ細かい「しあわ
せづくり」をサポートしてまいります。

おたすけし
皆さん、
こんにちは！くらしのサポート部ライフプランアド

たい

しあ わせ なくらしを

箱」をご紹介します。これは投入口が４つ！日本で使われてい

バイザー（LPA）です。私たちは、
「住まい」や「お子様の教育」

る一般的な貯金箱と違って「使う」
「貯める」
「増やす」
「寄付す

「老後」などライフイベントに関するセミナーやご相談を通じ

る」の目的を持った進化形のブタの貯金箱です。
「寄付」はアメ

て、
「ライフプランの選択肢」を多くの方に気づいていただくた

リカならではですね。そして「増やす=投資」を身近に感じてい

めの活動をしています。そして、
皆さんに暮らしの中で楽しいこ

るというのは、日本との違いを感じます。まずはお金を貯める

と、
うれしいことをたくさん感じていただける
「しあわせ持ちさ

時、目的別に分けてみませんか。
「したいこと」
「なりたいこと」

ん」になっていただきたいという想いを持っています。

を考えるってワクワクします。この連載ではこれから皆さんに

今回のテーマは「目的別にお金を振り分けよう」です。しあ

合ったお金の活用をご紹介していきます。一緒に勉強していき

わせ持ちさんへの道、第一歩として、アメリカの「ブタの貯金

ましょう。

増やす

貯める

「貯める」よりも先の未来のお金。
投資でお金に働いてもらう。

少し先（10 年以内）に使う予定・
目的に合わせてコツコツ貯める。

寄付する

寄付する

増 や す

貯 め る

う

日常の生活費や欲し
い も の に 使うお 金。
今の自分へのご褒美
を入れてもいいかも。

使

使 う

日本で考えるなら、 お
世話になった方や家族に
「ご馳走する」「プレゼ
ントを渡す」など人に喜
んでもらうためのお金。

皆さんならどんな配分でこの貯金箱の中にお金を入れますか？ぜひ振り分けをしてみてください。

編集後記

「Ｃスクエア」
（しーすくえあ）創刊いたしました。地域の皆様と京都信用金庫を結びつけ、新たな出会い・つながり・ひろがりが生まれる
と、地域のお客様や、企業様同士が集まる『場』を創造し、そして、
きっかけづくりをしていきます。この名前には、京都信用金庫のロゴ
その『場』が広場（スクエア）
となり、地域の皆様のコミュニティ形成のきっかけになってほしいという想いを込めています。
京都信用金庫の「今」を地域の皆様にお届けし、絆を育んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

京都信用金庫 ゆたかなコミュニケーション室

発行：京都信用金庫 ゆたかなコミュニケーション室

