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上海万博・日本産業館の
「夢ロボット」に協賛
当行誕生と時を同じくして、5月1日に開幕した上海万
国博覧会。その日本産業館の西側正面に三体のロボット「愛
称：夢ROBO」が設置されており、高さ20mの壁面を昇り
降りしています。関西の中小企業がコンソーシアムを組ん
で製作し、当行と当行お取引先など地元関西企業がスポ
ンサーとなっているもので、 関西の強みを発揮する次世
代の物づくり の象徴として、来場者の人気を集めております。
今回の協賛は、当行が「アジア・チャイナ」ビジネス、
「先
進テクノ」ビジネス関連企業を積極的に応援する一環です。

外貨両替ショップ梅田店
7月20日オープン
平成22年7月20日、阪急三番街地下1階の当行梅田支店
内に、
「外貨両替ショップ梅田店」を開設いたしました。お
忙しい方にもご利用いただけるように、平日は午後9時まで、
土曜日・日曜日も午後6時まで営業しております（12月31日
〜1月3日は休業）。
外貨両替ショップとしては、関西国際空港（空港1階国際
線到着ロビー）
、南海電鉄なんば駅（駅構内ラピート専用ホー
ム）に次ぐ3カ店目で、世界21種類の外貨現金と5種類のト
ラベラーズチェックをお取り扱いしております。

新銀行での新設1号店として
「夙川支店」を11月19日オープン

「第10回〈池銀〉ニュービジネス助成金」
「第5回泉州ビジネスプラン大賞」助成プラン決定
新規性・独創性のあるビジネスプランを有する企業や起
業家を応援する「〈池銀〉ニュービジネス助成金」は、平成
15年の創設以来の応募累計が1,010件となり、当制度が京
阪神の企業や起業家に広く認知され、定着してまいりました。
10回目となる今回は、 地域起こし大賞（300万円） 1プ
ラン、 優秀賞（100万円） 3プラン、 奨励賞（50万円） 8
プランが選出され、平成21年10月15日に授賞式を執り行
いました。
また、岸和田商工会議所、地域力連携拠点（泉州地域）泉北・
泉南地域中小企業支援センターと協働して、泉州地域のニ
ュービジネス創出を支援する助成金制度「泉州ビジネスプ
ラン大賞」は、平成21
年8月21日に助成プラ
ンが決定いたしました。
ビジネスプラン大 賞
（ 1 0 0 万円 ） として1
プラン、 優秀賞（50万
円） 2プランを選出し、
そ れ ぞ れ 助 成 金を 贈
呈いたしました。

地域経済の活性化を目指す
「ビジネスマッチングフェア」も10回目
平成21年10月15日、16日の2日間にわたり、 マイドームお
おさか において「第10回〈池田銀行〉TOYROビジネスマッ
チングフェア2009」を開催いたしました。
今回は、
『関西の元気、
日本の元気』をメインテーマに、地域
起こしの原動力となる企業と公的機関、最先端の技術・知見
を誇る大学、研究機関に出展いただきました。メインテーマを
象徴するものとして、近畿経済産業局のご協力のもとに、特
別展示『 関西メガ・リージョン活性化構想 カフェ』を設け、構
想を分かりやすくご紹介いただきました。 さらに、10回目を
迎えたことを記念して、
『ニュービジネス助成金のこれまで』
も展示いたしました。これからも、地元企業の皆さまのお役に
立てますよう、
コーディネーターとして、
「ベストマッチング」を
目指して努力してまいります。

新銀行の店舗ネットワーク拡充への取組みとして、平成
22年11月19日に、西宮市に「夙川支店」を開設いたします。
夙川は、全国でも有数の高級住宅地として発展してきた
エリアです。
新店舗は、広くて利用しやすい専用駐車場を完備し、セ
キュリティに配慮した全自動貸金庫とご相談業務は、平日
に加え土曜日も午後5時まで営業いたします。また、セミナー・
展示会などの各種イベントにもご利用いただける「多目的
スペース」を併設し、西宮市の中核店舗として、地域の金
融サービス向上を目指してまいります。さらに屋上緑化を
はじめ、地元の環境保全に配慮した設備を導入した、便利
で安心でやさしい店舗となります。

より広く、より便利になって
東岸和田支店、12月移転オープン
平成22年12月を目処に、東岸和田支店をJR阪和線・
東岸和田駅前に移転オープンいたします。新しい店舗は、
駅東側に建設中の「アクロスプラザ東岸和田（仮称）」内で、
駅前ロータリーに面した便利な場所です。
ゆとりのある空間でお迎えする新店舗では、ご相談コー
ナーを一層充実し、さらに自動式貸金庫を増設するなど
諸設備も充実いたします。より広く、より便利に生まれ変
わ る「東岸和田支店」を、今後ともよろしくお願いいたし
ます。

「ベンチャー2009KANSAI」に協賛
エンカレッジフォーラム開催
当行は、地元関西の 仕事の創造 と 対外競争力の向上
を目指し、いろいろな施策を実施しております。
その一環として、新しい企業・産業の創出を通じた関西経
済の活力回復、アジア諸国・地域との経済交流の促進を目的
に開催されている「ベンチャーKANSAI」に、平成15年から毎
年協賛しております。平成21年も11月に「〈池銀〉エンカレッ
ジフォーラム〜地域起こし〜」を開催いたしました。
第1部は、古田敦也氏（前東京ヤクルトスワローズ監督）を
ゲストに迎えてのトークショー。第2部は塩川正十郎氏（東洋
大学総長）に『日本の将来を憶う』と
題して講演をお願いいたしました。

「第7回ビジネス交流会」開催
「コンソーシアム研究開発助成金」採択プラン決定
平成22年4月19日、
「第7回ビジネス交流会」をホテル
阪急インターナショナルで開催いたしました。
第1部では「平成21年度コンソーシアム研究開発助成金」
の採択プランを発表。第2部は、日本総合研究所会長の寺島
実郎氏による「世界の構造転換と日本の進路」と題した講
演会。第3部は懇親会形式による情報交流の場としました。
「コンソーシアム研究開発助成金」は、ご応募いただい
た59プランの中から16プランを選定し、総額3,000万円
の助成を決定いたしました。この助成金のこれまでの累計
応募総数は276プラン、採択プラン総数は84を数え、助成
金総額は、1億8,000万円を超えました。
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「呉中区企業誘致セミナー」に単独協賛
平成22年4月8日、
ヒルトン大阪において開催された「中国・
蘇州市呉中区企業誘致セミナー」に単独協賛いたしました。
呉中区は「呉文化」発祥の地として長い歴史を持ちな
がら、近年は経済産業都市としての発展がめざましく、大
規模な工業団地の整備も進められ、日系企業も数多く進
出しております。当行は地銀初の蘇州駐在員事務所を開
設以来、当セミナーに毎年協賛したり、度々中国経済ミッ
ションを派遣するなど、蘇州市をはじめ、中国との「強い絆」
を築いております。
今後も、新たに設置した「アジアチャイナ本部」を中心に、
お取引先企業のチャイナビジネスをより一層サポートして
まいります。

自然環境保全活動に
当行の行員と家族が参加
当行は、緑を増やすことで地球温暖化を防止し、次世代
の子供たちや動物に暮らしやすい環境を残すことを願って、
さまざまな活動に積極的に参加しております。
平成21年7月には「共生の森・草刈イベント」、平成22
年2月には「共生の森・植樹祭」に、当行の行員とその家族
がボランティアとして参加いたしました。
「共生の森」は、大阪府やNPO法人大阪府民環境会議
等が協力し、堺市臨海部の廃棄処分場跡地で森づくりを
進めているもので、自然の回復力を活かしながら、野鳥や
小 動 物が生 息する大 規 模
な ビオトー プ を創 造し
ていこうという取組みです。

日頃のご愛顧に感謝して
「宝塚歌劇・貸切公演」開催

第17回泉州国際市民マラソンに特別協賛
平成22年2月21日、第17回泉州国際市民マラソンが開
催されました。堺市の浜寺公園をスタートし、泉佐野市の
りんくう公園をゴールとする、日本陸連公認のフルマラソ
ンコースに国内外の有力選手が出場いたしました。
当日は、当行の行員約170人を含む約4,000人がボラ
ンティアとして参加し、沿道観客数も26万人を超える地
域を挙げてのビッグイベントとなりました。地元の9市4町
が一つになって地域の活性化と国際化を目的にスタート
したこのイベントに、
当行は本大会の前
身 であ る「 第 1 回 泉
州 千 亀 利マラソン」
から、特 別 協 賛 企 業
として応援を続けて
おります。

恒 例となりました「 宝 塚 歌 劇・貸 切 公 演 」を平 成 2 1 年
11月に開催いたしました。今回は、当行イメージガールの野々
すみ花さんも出演。宙組娘役トップとして、宝塚大劇場で
のお披露目公演となりました。この貸切公演には、
「すみ
れの 花定期預金」や、野々すみ花さんのデビューに応え
た「サンサン・デビューキャンペーン〈すみれの花コース〉」
にお預入れのお客さまの中から抽選でご招待させていた
だきました。
宝塚歌劇ファンのお客さまにご好評をいただいており
ますのが、当行オリジナルの「すみれの花定期預金」。貸
切公演はもちろん、毎月抽選で宝塚歌劇にご招待してお
ります。
「インターネット支店」なら、全国どこからでもお
預 入 れいただけ
ます。
なお、この商品
は、旧池田銀行の
店 舗でお取 扱い
しております。

「動く絵画展」、
「こども絵画展」を開催
新銀行誕生記念として、南海電鉄と共同で「動く絵画展」
を、また、阪急阪神百貨店・アステ川西TEMPO175振興会
と共同で「こども絵画展」を開催いたしました。
「動く絵画展」では、
「ぼくの街、わたしの街。未来へ届
けたい風景。」をテーマに作品を募集し、
「夏休みオンリー
ワン列車」
（車内吊り広告スペースに子どもたちの絵画を
展示した特別仕様の列
車 ）に 展 示 。さらに、う
ち40作品は、駅や銀行
店舗等に展示させてい
ただきました。
「こども
絵画展」では、ご応募い
ただいた作品を阪急川
西 能 勢口駅 前の「アス
テ川西」1階ぴぃぷぅ広
場 にて、一 斉 に 展 示さ
せていただきました。

地域文化振興のお手伝いをと
「岸和田城音楽祭」に特別協賛
音楽による地域の活性化を図るとともに、地元出身の音
楽家に演奏の機会を増やしていただくために、岸和田城音
楽祭実行委員会が開催するミニコンサートに協賛しております。
チェロやチェンバロの独奏、弦楽四重奏、筝とフルートのコ
ラボレーションなど、いろいろな演奏を気軽な雰囲気でお楽
しみいただいております。
当行は、岸和田商工会議所や
岸和田市などと連携しながらこ
の音楽祭に協力し、地元銀行と
して地域文化振興のお役に立つ
ことを願っております。

「泉州市民卓球大会」に協賛
地域のスポーツ振興、健康や福祉の増進、子供の健全育成
などに寄与することを目的として泉州市民卓球実行委員会が、
定期的に卓球大会を開催しております。
当行は毎年、泉州銀行杯争奪「泉州市民卓球大会」として
協賛しており、平成22年3月28日も大阪府立臨海スポーツセ
ンターにおいて同大会が開催されました。平成11年7月に始
まった本大会は、誰でもが気軽に楽しめる大会となっており、
当行は、第1回大会より協
賛企業として応援を続けて
おります。

関西で芸術を志す若い力を応援
「2011年カレンダー原画」を募集
地元関西の文化の発展を願い、なかでも芸術を志す大
学生の活動を応援するために、 地域起こし 活動の「文
化編」として、平成19年から「カレンダー原画」の公募を
実施しております。
昨年は近畿2府4県の大学生の方々から、908点にもの
ぼるご応募があり、最優秀作1点、佳作5点を選出のうえ、
最優秀作品を当行の2010年カレンダーのメインビジュア
ルとして採用させていただきました。
今年も2011年用の作品を8月31日まで募集いたします。
これからも地元金融機
関として、地 域 文 化 の
発 展・地 域 社 会 の 活 性
化に貢献できますよう、
いろいろな活 動を行っ
てまいります。

改正貸金業法の施行に対応
平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行に伴い、
「ご
相談専用窓口」並びに「ご相談受付専用フリーダイヤル」を
設置いたしました。各種お借入れに関する返済方法・返済
計画などについて、お気軽にご相談ください。休日営業の窓
口および専用フリーダイヤルなら、土曜・日曜・祝日もご利用
いただけますので、当行ホームページ等でご確認ください。

