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　地域貢献の一環として、平成23年立正大学と提携しス
タートしました「くましん立正大学ジョイントカルチャー教
室」が本年で8年目を迎えました。
　平成30年度の第1回は5月16日に本店ビル大会議室に
て開催され、「足のケアと高齢期に向っての健康」と題して、
立正大学名誉教授		原田壽子	先生に講演を頂きました。当
日は暑い中、90名の方々にご参加頂き、皆さん講演の内
容に熱心に耳を傾けていました。

平成30年度の開催実績・予定
第1回　平成30年5月16日（水）
演　題：「足のケアと高齢期に向っての健康」
講　師：立正大学名誉教授		原田	壽子	先生
会　場：本店ビル6階大会議室

第2回　平成30年10月18日（木）
演　題：「誰でも楽しめるタウン・ウォッチング」
講　師：立正大学法学部教授		大島	英樹	先生
会　場：本店ビル6階大会議室

第3回　平成31年2月14日（木）
演　題：「家庭から地球環境をまもる」
講　師：立正大学地球環境科学部教授		吉岡　茂	先生
会　場：本店ビル6階大会議室

講演する原田壽子先生

熊谷市出身の女医、川口早苗さん
が熱唱
　平成２９年１２月２１日（木）妻沼支店において、くましん恒
例の「川口早苗クリスマス・コンサート」が開催されました。
　このコンサートは、くましん創立60周年記念事業の一環
として平成23年にスタートし、今回で７回目となり、妻沼
支店での開催は２回目となります。
　当日は、約70名のお客様がロビーに集まり川口さんの
優しく澄んだ歌声に聞き入りました。
　川口さんは、クリスマスソングやオペラ、歌謡曲などア
ンコール含め15曲を熱唱。メゾソプラノの歌声が会場を
魅了し、お客様はクリスマス気分を満喫していました。
　くましんでは、地域に貢献する地元金融機関として「川
口早苗クリスマス・コンサート」を今後も継続して開催して
まいります。

川口早苗さんと妻沼支店職員

熱唱する川口早苗さん

くましん立正大学 ジョイントカルチャー教室

クリスマス・コンサート

地域貢献活動
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　延べおよそ75万人の集客を誇るのが、毎年７月２０日から２２日までの３日間、
行われる八坂神社例大祭のうちわ祭。当初は祭中に各店が赤飯を炊いて疫病除
けを祈願し、その赤飯を振舞ったのが「熊谷の赤飯ふるまい」です。後に赤飯の
代わりに「うちわ」を出して評判となったため「熊谷うちわ祭り」と呼ばれるように
なりました。
　山車６台・屋台６台が賑やかな熊谷囃子を鳴らしながら熊谷市街地を練り歩き、
あちらこちらの街角で引き合わせ叩き合いが繰り
広げられながら、山車と屋台がお祭広場に集結しま
す。ライトアップされた山車・屋台クライマックスは
最終日の２２日、山車・屋台１２基がお祭り広場に集
結して行う迫力満点の叩き合い、祭りは最高潮を
迎えます。
　くましんでは、本店営業部・石原支店の職員がそ
れぞれの地区の皆さんと祭りの期間中一緒に山車・
屋台を曳き、また本店の女子職員も浴衣を着て地
域の方々と一緒になって祭りを盛り上げています。

『熊谷に夏を告げる』と言われる関東一の祇園“熊谷うちわ祭り”

うちわ祭りに参加した石原支店職員

うちわ祭りに参加した本店営業部職員

本店職員が曳く、山車

熊谷うちわ祭り

　平成29年8月12日（土）、第68回熊谷花火大会が盛大に開催されました。
　この花火大会は、1934年（昭和9年）、「熊谷煙火大会」が開催されたことに
始まり、その後、戦時下の中断を経て1948年（昭和23年）、太平洋戦争の空
襲被害からの復興を願い「大熊谷復興花火大会」が開催された。これを第1回と
し今回で68回を迎え、埼玉県で最も歴史ある「熊谷の花火大会」として知られ
ています。
　最大打上号数10号玉、打上発数約１万発と、関東でも最大級の大会で毎年、
関東一円から約45万人の観光客が訪れます。
　地元企業などの提供による尺玉やスターマインの花火のほか、市民の方な
ど個人で提供したメッセージとともに花火を打ち上げる「メッセージ花火」もあ
ります。
　この他にも花火業者が技を競う「スターマインコンクール」も見どころです。
くましんは、平成20年開催の第59回大会より協賛しており、観客からは「くま
しんのスターマインは今年もよかったね」との声も聞かれます。
　くましんでは、今後とも熊谷の夏を彩る花火大会に、多くの方々が喜び、
感動していただけるよう参加してまいります。

熊谷の夏の風物詩、熊谷花火大会が荒川河畔にて開催

くましん提供のスターマイン

第68回熊谷花火大会
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　1590年（天正18年）豊臣秀吉の小田原城攻めの時、鉢形城に陣取っ
た郷土の武将北条氏邦は、前田利家・上杉景勝の軍勢を中心とした豊
臣勢50,000人を相手に、僅か3,500人の兵力で1ヶ月余り攻防戦を続
けました。この戦いを再現したものが「寄居北條まつり」で、今回で57
回目となる寄居町が誇るお祭りです。
　祭り当日は、くましん寄居支店職員8名（男子6名・女子2名）も戦国時
代の鎧兜を纏い武者隊とし
て市街地内パレードに参加致
しました。

　毎年11月、中心市街地の活性化及び地域に暮らす人々の交流の場を
つくることを目的に、寄居町市街地通りで開催されております。
　秋の味覚の代名詞である「サンマ焼き」も開催。開催年に合わせ2,017
匹のサンマが宮城県・女川町から届き、お客様の胃袋を満足させてお
りました。この「サンマ焼き」に、くましん職員も法被を着て、参加いた
しました。サンマの焼ける煙にまみれながら上手（？）にサンマを焼き、
ご来場の皆様に喜ばれました。
　また、2021年にホンダ狭山工場閉鎖に伴う寄居工場全面移転が決ま
りました。クラシックカーパレードは、ホンダ自動車往年の名車が約50
台集結、来場者の目
を楽しませました。

参加した寄居支店職員

寄居北條まつりの様子（寄居町提供）

クラシックカーパレード２０１７(寄居町提供）

寄居北條まつりの様子（寄居町提供）

さんまを焼く職員

ふるさと祭典市に参加した寄居支店職員

地域貢献活動

寄居北條まつり 平成30年5月13日（日）

寄居町ふるさとの祭典市　 平成29年11月12日（日）
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くましんは、地域の環境保全活動に参加しています

地域の環境保全活動

　平成29年11月18日、19日の2日間、第7回全国ご当地うどんサミット2017が熊谷スポーツ文化公園で開催されました。
当日は全国各地からはもとより海外からも数多くの来場者が訪れ、2日間で熊谷市産業祭と合わせて10万人のご来場があ
りました。
　また北海道から九州まで30の参加店が自
慢のうどんを競い合い、来場者の投票によ
り今回のグランプリはガマゴリうどん（愛知
県）に決定いたしました。地元熊谷うどんは
僅差の2位と来年のリベンジを誓いました。
当組合も当日のチケット販売を担当、2日間
頑張って売りまくりました。今年も11月10日、
11日に開催予定ですので、また美味しいう
どんにつられて頑張ります。

第7回全国ご当地うどんサミット in 熊谷 2017 

清掃活動に参加した花園支店職員清掃活動の様子

清掃活動に参加した川本支店職員

　川本支店、花園支店では深谷市が毎年実施している「春、秋のゴミ
ゼロ運動」に支店職員が参加し、清掃活動を通して地域の皆さんとの
交流を深めています。
　平成29年5月28日「春のゴミゼロ運動」　平成29年11月26日「秋の
ゴミゼロ運動」の年2回の清掃活動に参加しています。

川本支店　花園支店

チケットを売る職員うどんサミットに参加した職員



8 くましんの現況　ディスクロージャー2018

地域貢献活動

妻沼聖天山節分会

　当組合は、寄居町及び寄居町商工会との緊密な相互の連携・協力により、寄居町における地域産業の活性化を図るため、
平成30年3月7日に「地域産業の活性化に係る包括連携に関する協定」を3者により締結いたしました。当組合としては、行
田市・熊谷市に続いて3件目の締結となります。
　今後は創業支援及び地域企業の育成等、寄居町内で創業を希望する方の支援やセミナーの開催等、情報やサービスの
提供を町や商工会と協力しながら実施してまいります。

　国宝聖天様は、妻沼地方の総鎮守の宮として名髙く、毎年節分の日には、盛大な豆まきの儀式が行われます。３回行わ
れる豆まきでは、地元商店協賛による「福まき」も併せて行われ、まかれる木札に書かれた等級に応じて粗品のプレゼント
もあります。
　特設舞台からは、大勢の福男、福女が豆まき、福まきを行い、境内には「福は内、鬼は外」の声があちこちから聞こえ、
その年の福にあやかろうと、大勢の方々がつめかけ、終日賑わいます。

豆をまく理事長

豆まきに参加した理事長、妻沼支店長

写真は、柴崎寄居町商工会会長（左側）・花輪寄居町町長（中央）・吉田理事長（右側）

寄居町・寄居町商工会との地域産業の活性化に係る包括連携を締結
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第65期通常総代会において、熊谷市へ寄付金を贈呈した様子です。

　平成30年6月22日開催された第66期通常総代会において、地元熊谷市が開催都市として行われる「ラグビーワールド
カップ2019」の支援を目的として熊谷市役所に寄付金を贈呈致しました。開催500日前イベントも行われ、熊谷は熱く盛
り上がっています。
　本寄付金は地域貢献活動の一環として地域の活性化を促すものであり、今年で14年連続の贈呈となります。

くましんの寄付金贈呈をご報告いたします

寄付金贈呈

　平成29年9月11日（月）日本赤十字社の協力を得て、本店ビルで「愛の献血運動」が行われました。
　くましんの「愛の献血運動」は、毎年「しんくみの日週間」の活動として、平成15年より実施しており、今回で15年連続とな
ります。
　今回は、お客さまとくましんの職員合わせて29名が受付を行い献血に協力しました。
　今後も当組合は「愛の献血運動」に積極的に参加してまいります。

献血に協力する職員献血運動に参加した職員

献血運動

ラグビーワールドカップ2019島村推進室長 熊谷市より感謝状をいただきました
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地域貢献活動の一環として、各店のロビーを地域の皆様に提供し作品の展示の場としてご利用いただいています。展
示内容は、地域で活躍中の作家様から幼稚園児たちの作品まで幅広く展示しています。
くましん本店と支店における癒しの空間として好評を博していますので、是非お近くの支店にお立ち寄りください。

地域貢献活動

　第4回目となる水彩画展。水彩画のもつ透明感のある作品
を目当てに来店されるお客様も多数いらっしゃいました。次は
どんな作品を展示していただけるか、大変楽しみです。

■ロビー展開催実績	
祭り山車（模型）展示　原口完治氏制作

平成29年	 7月13日～	 9月	 5日

第4回	遊彩人・水彩画展	 展示期間	：		平成29年	11月1日～11月30日本店営業部

　熊谷市妻沼を中心に活動する「めぬま写友会」劇団Ｑの写真
展です。
　年金旅行の写真も展示され大変好評でした。
　当店では、これからも地元の皆様の作品を展示し、交流を
図っていきます。

■主なロビー展開催実績	
田野政子氏　書道展 平成29年	 5月	 1日～	 5月31日
逸見きよの氏　絵画展 平成29年	７月	 3日～	７月31日
うお座　作品展　 平成29年	 9月	 1日～11月30日
中村氏こころの写真展 平成29年	 9月	 1日～	 9月30日
めぬま写友会　作品展 平成29年12月	 1日～12月29日
うお座　作品展 平成30年	 1月	 4日～	 3月30日

めぬま写友会	作品展	 展示期間	：		平成29年	8月1日～8月31日妻沼支店

　會澤様は、トールペインティングを20年続けております。
トールペインティングは、主に木材に絵を描くものです。今は、
花・動物（犬・猫）を中心に制作しているとのことです。會澤さ
んは、現在も月に一回、世田谷区の沖昭子先生に指導を受け
ており、将来的には寄居町でトールペインティングの教室を
開いて多くの人にトールペインティングを広めていきたいと
のことです。平成30年6月も寄居支店で個人展を実施予定で
あります。

■主なロビー展開催実績	
絵画展　寄居青渉会 平成29年	 4月～	 5月
寄居水彩画展　寄居水彩画会 平成29年	 7月～	 8月
切り絵展　切り絵の会寄居 平成29年	 9月～10月
絵てがみ展　かわせみ会 平成29年11月
こもれび写真展　
寄居フォトクラブこもれび　おえかきなかま

平成29年12月
～平成30年	 1月

水墨画展　寄居水墨画クラブ 平成30年	 2月～	 3月

「トールペンインティング」　會澤美香氏	 展示期間	：		平成29年	6月1日～6月30日寄居支店

くましんロビー展
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　昭和30年の吹上町（現鴻巣市）を写真で紹介したものです。紙芝居や元荒川での洗濯、川遊びなどの風景が広がっており、校舎
や橋は木造がほとんどで、女の子はおかっぱの髪型が多く、今はほとんど見ることがない時代を感じさせるものです。
　写真は昨年お亡くなりになった、撮影者の秋池隆司さんが17歳の時に撮影したネガを、息子さんが現像し、妻、和子さんがタ

イトルを付けて展示していただきました。
　来店客も多く、なかには、何度か来店するお客様や、長く
見入っている方もおり、皆様大変懐かしがっておりました。
当店では毎月地域の皆様からの作品をこれからも展示してま
いります。

■主なロビー展開催実績	
花の小品展　絵画展 平成29年	 4月	 4日～	 4月28日
和紙絵愛好会　作品展 平成29年	 5月	 2日～	 5月31日
吹上写真クラブ　写真展 平成29年11月	 1日～11月30日
鴻巣市文化団体連合会　水墨画展 平成29年12月	 1日～12月29日
鴻巣びっくりひな祭り　ひな人形展示 平成30年	 3月	 1日～	 3月31日

懐かしい吹上町のスナップ写真展	 展示期間	：		平成30年	3月1日～3月31日吹上支店

　石井長慶先生の「楽画き色紙絵」を開催いたしました。
　ご来店のお客様は石井長慶先生の「楽画き色紙絵」を大変興
味深く鑑賞されておりました。

■ロビー展開催実績
年金旅行写真展 平成30年2月1日～平成30年3月30日

石井長慶先生の「楽画き色紙絵」	 展示期間	：		平成29年	9月15日～30年	1月31日籠原支店

　川本支店では新春の風物詩である清流会の書道作品展を平
成30年1月5日から開催いたしました。
　ご来店のお客様は、書道の芸術性に興味深く鑑賞されてお
りました。また、今回の展示会も埼玉新聞に掲載されました。

■主なロビー展開催実績	
笠原己生作陶展 平成29年	 4月	 3日～	 4月28日
明日香川柳会 平成29年	 5月	 1日～	 6月30日
川本若竹幼稚園 平成29年	 7月	 3日～	 8月31日
川本福寿会写真クラブ 平成29年	 9月	 1日～10月31日
深谷きり絵クラブ 平成29年11月	 6日～12月25日
絵手紙クラブたんぽぽ 平成30年	 3月	 5日～	 3月30日

清流会　新春書道作品展	 展示期間	：		平成30年	1月5日～2月28日川本支店
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地域貢献活動

　大澤様が開催する「とみ川工房作品展」です。
　師範の大澤様のほか、お弟子さん数人と仲良く楽しくとて
もにぎやかな会です。
　作品は壺、茶わん、カップ、ふくろう（不苦労）など個性ある
興味深いものばかりで、花園支店に来店されるお客様にも大
好評です。
　埼玉県内のあらゆる場所で展示会を行っていることから、
次々新しい作品が登場し、毎年楽しみにされている方が非常に
多く、鑑賞したあとは皆さんほのぼのとした気分になれます。
■主なロビー展開催実績	
坂田美枝子　習字作品展 平成29年	 4月～	 5月末
篆刻展 平成29年	 6月～	 7月末
和みの会　絵手紙展 平成29年	 8月～	 9月末

とみ川工房作品展	 展示期間	：		平成29年	10月～3月花園支店

　新春恒例の「新春　縁起絵馬展」を開催いたしました。
　出展者の新島様より全国各地の本年の干支である戌の絵馬をはじめ、様々な祈願が描かれた絵馬を162点展示して頂きました。
　ご来店のお客様からは、毎年恒例の本展を心待ちにしている方も多く、今回も珍しい縁起絵馬に今年の運勢を祈念するかのよ
うに、一つ一つ立ち止まりながらじっくりとご覧になっておられました。

■主なロビー展開催実績		
かえる会 平成29年	 4月～	 5月
江南切り絵クラブ 平成29年	 6月～	 7月
うちわ祭り写真展　 平成29年	 8月
写真展 平成29年	 9月
澄心書道展　　 平成29年10月
小物店 平成29年11月
おしば会作品展　関根洋子 平成29年12月
年金旅行写真展 平成30年	 2月
つるし飾り 平成30年	 3月

新春　縁起絵馬展	 展示期間	：		平成30年	1月4日～1月31日石原支店

　出展してくださった方は「忍町アートギャラリーの仲間」の皆
様で総勢8名の方々に展示していただきました。
　シールを集めてプレゼントと交換できる楽しみもあり、来店
客の方々も興味深く鑑賞しておられました。今後も様々な展
示会を開催してまいります。

■主なロビー展開催実績	
DINNERメニュー　日本船舶株式会社　COLLECTION展

平成29年	 7月	 3日～	 9月28日
月洋絵画展

平成29年10月	 1日～12月28日

皐月展	 展示期間	：		平成30年	5月1日～6月29日行田支店


