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支店のご紹介

本店営業部

妻沼支店

　いつもお世話になっております、本店営業部です。
　くましんの主幹店舗として、地元のお客様から一番に相談していただける
店舗を目指し、職員一同業務に取り組んでおります。
　どうぞお気軽にご来店、お声掛けの程宜しくお願いいたします。

　妻沼支店は昭和40年9月1日に、くましん2番目の店舗として開設し、平成
19年12月に現在の場所へ新築移転しました。令和4年度は、くましん70周
年記念事業として、地域貢献イベントを毎月15日（休日の場合は前営業日）に
開催しています。その他、お客様が作成された作品のロビー展を年に数回
行っていますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。職員一
同お待ちしております。

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月15日（金） うまいもの市
令和4年� 5月13日（金） うまいもの市
令和4年� 6月15日（水） うまいもの市
令和4年� 7月15日（金） うまいもの市
令和4年� 8月15日（月） うまいもの市
令和4年� 9月15日（木） うまいもの市
令和4年10月14日（金） うまいもの市
令和4年11月15日（火） うまいもの市
令和4年12月15日（木） うまいもの市
令和5年� 1月13日（金） うまいもの市
令和5年� 2月15日（水） うまいもの市
令和5年� 3月15日（水） うまいもの市

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月15日（金） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和4年� 5月13日（金） 取引先の商品や作品の展示会
令和4年� 6月15日（水） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和4年� 7月15日（金） 取引先の商品や作品の展示会
令和4年� 8月15日（月） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和4年� 9月15日（木） 取引先の商品や作品の展示会
令和4年10月14日（金） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和4年11月15日（火） 取引先の商品や作品の展示会
令和4年12月15日（木） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和5年� 1月13日（金） 取引先の商品や作品の展示会
令和5年� 2月15日（水） 取引先の商品券等が当たるくじ引き
令和5年� 3月15日（水） 取引先の商品や作品の展示会

第70期（令和3年度）通期�優秀店舗

第70期（令和3年度）通期�優秀店舗
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■イベントスケジュール�
令和4年� 4月19日（火） ハワイアンフラダンス

令和4年� 5月� 6日（金） くましん70周年×マジックボックス×畑のキッチン
令和4年� 6月16日（木） 尺八の響き
令和4年� 7月22日（金） フェスティバル
令和4年� 8月19日（金） フェスティバル
令和4年� 9月� 2日（金）しんくみの日抽選会
令和4年10月14日（金） フェスティバル
令和4年11月14日（月） フェスティバル
令和4年12月� 9日（金） フェスティバル
令和5年� 1月20日（金） フェスティバル
令和5年� 2月17日（金） フェスティバル
令和5年� 3月15日（水） くましん創立記念日抽選会

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月12日（火） 絵画4人展（絵画）
令和4年� 5月12日（木） 和紙絵愛好会さざんか（和紙絵）
令和4年� 6月13日（月） はがき絵展�水仙会（はがき絵）
令和4年� 7月12日（火） 絵画教室�蟻巣（油絵）
令和4年� 8月12日（金） ふれあい水墨画会（水墨画）
令和4年� 9月12日（月） 油彩クラブ�火曜会（油彩）
令和4年10月12日（水） 絵画クラブ�宙（絵画）
令和4年11月14日（月） 吹上写真クラブ（写真）

令和4年12月12日（月） なんでもコレクター�栗原喜文（懐かしの昭和・平成展）

令和5年� 1月12日（木）
吹上クラフトドール・パン
クラフト会作品展
（クラフトドール）

令和5年� 2月13日（月） 彩遊（水彩画）
令和5年� 3月13日（月） フォト・コスモス（写真）

寄居支店

�昭和43年5月1日に3番目の店舗として寄居町に開設。職員数12名のうち
営業課職員5名が寄居町を地区ブロックに分けて、お客様の事業所、ご自宅
に訪問して融資提案、資産運用等の相談を行っております。

吹上支店

　吹上支店は昭和44年12月1日に当組合4番目の店舗として開設し、平成
23年9月に現地を拡張、リニューアルし新店舗としてオープンしました。ひ
な人形・花きの生産地で有名な鴻巣市の西地区に位置します。現在、吹上
地域ではスーパー等の商業施設やディーラー等の出店が続き、今後も住宅
の建設や事業所の出店にも期待がもてます。現在、吹上支店では当組合理
念である「地域への貢献」をモットーとしております。今後も全職員で鴻巣・
吹上地域のお客様、事業者様のお役に立てる様、全力で取り組んで参ります。

支店のご紹介
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籠原支店

　昭和46年6月に高崎線籠原駅北口にくましん5番目の店舗として開設。
　昭和57年5月に自営電算センターとの併設店舗として現在地に移転新築。
　その後電算センターは川本支店隣地に移転。熊谷市西部地区および深谷
市をテリトリーとして営業展開。今年で開設51年、現在地に移転して40年と
なる。人員は総勢12名（男性7名、女性5名）です。

川本支店

　昭和58年10月、くましんの6番目の店舗としてオープン。深谷市菅沼に
店舗を構え旧川本町、隣接する旧深谷市南部、熊谷市西部を営業エリアとし
営業展開しています。
　今後も支店職員一丸となって地元経済の発展にお役に立てるよう取り組
んで参ります。

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月15日（金） くましん70歳誕生祭
令和4年� 5月13日（金） くましん70歳誕生祭
令和4年� 6月15日（水） くましん70歳誕生祭
令和4年� 7月15日（金） くましん70歳誕生祭
令和4年� 8月15日（月） くましん70歳誕生祭
令和4年� 9月15日（木） くましん70歳誕生祭
令和4年10月14日（金） くましん70歳誕生祭
令和4年11月15日（火） くましん70歳誕生祭
令和4年12月15日（木） くましん70歳誕生祭
令和5年� 1月13日（金） くましん70歳誕生祭
令和5年� 2月15日（水） くましん70歳誕生祭
令和5年� 3月15日（水） くましん70歳誕生祭

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月15日（金） 押し花教室
令和4年� 5月13日（金） 生け花教室
令和4年� 6月15日（水） 絵手紙教室
令和4年� 7月15日（金） 絵手紙教室
令和4年� 8月15日（月） くじ引き大会
令和4年� 9月15日（木） 押し花教室
令和4年10月14日（金） 生け花教室
令和4年11月15日（火） 切り絵教室
令和4年12月15日（木） くじ引き大会
令和5年� 1月13日（金） 絵手紙教室
令和5年� 2月15日（水） 押し花教室
令和5年� 3月15日（水） 絵手紙教室
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■イベントスケジュール�

令和4年� 4月� 8日（金） 記念品抽選会：クイズ&ゲーム（的当て）

令和4年� 5月10日（火） 記念品抽選会：輪投げ&パターゴルフゲーム

令和4年� 6月10日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年� 7月� 8日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年� 8月10日（水） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年� 9月� 9日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年10月� 7日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年11月10日（木） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和4年12月� 9日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和5年� 1月13日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和5年� 2月10日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

令和5年� 3月10日（金） 記念品抽選会&各種ゲーム&物品販売会

■イベントスケジュール�

令和4年� 4月15日（金） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年� 5月13日（金） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年� 6月15日（水） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年� 7月15日（金） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年� 8月15日（月） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年� 9月15日（木） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年10月14日（金） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年11月15日（火） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和4年12月15日（木） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和5年� 1月13日（金） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和5年� 2月15日（水） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

令和5年� 3月15日（水） くましん創立70周年記念�くじ引き大会

花園支店

　当支店は、平成2年10月に「くましん」7番目の支店として現在地（旧花園町
荒川地区・現深谷市）に開店致しました。今年で32年目を迎えます。支店職
員は、男性5名・女性5名の総勢10名にて「明るいお店（職場）」を合言葉に営
業しております。今年は地域で大きな商業施設「花園プレミアムアウトレット」
のオープンも予定されており、地元の活性化が見込まれております。支店
でも地域に貢献出来るように職員一丸となり業務に取組んで参ります。

石原支店

　石原支店は平成11年4月、くましん8番目の店舗として、開設。今年24年
目になります。若い職員を中心に、地域に根差した店舗運営をモットーに業
務に取り組んでおります。月替わりのロビー展を開催しておりますので、お
近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

支店のご紹介
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行田支店

このロゴマーク、キャラクターは、職員から公募して考えたものです。
70周年行事に使用して活躍しています。

■イベントスケジュール�
令和4年� 4月13日（水） おもてなしプレゼント
令和4年� 5月11日（水） おもてなしプレゼント

令和4年� 6月� 8日（水） 行田アンサンブル協会ミニコンサート
令和4年� 7月13日（水） おもてなしプレゼント
令和4年� 8月10日（水） おもてなしプレゼント

令和4年� 9月14日（水） 行田アンサンブル協会ミニコンサート
令和4年10月12日（水） おもてなしプレゼント
令和4年11月� 9日（水） おもてなしプレゼント

令和4年12月14日（水） 行田アンサンブル協会ミニコンサート
令和5年� 1月11日（水） おもてなしプレゼント
令和5年� 2月� 8日（水） おもてなしプレゼント

令和5年� 3月� 8日（水） 行田アンサンブル協会ミニコンサート

第70期（令和3年度）通期�優秀店舗

70周年キャラクター70周年ロゴマーク

　行田支店は平成20年8月25日に、くましん9番目の店舗として開店し今期で
14年目を迎えます。職員はご覧の10名です。当店では常に、お客様の趣味
の作品を展示するロビー展を開催しております。また、今年度はくましん70周
年記念行事と致しまして四半期に1回行田アンサンブル協会のミニコンサート
も開催致します。融資相談、資産運用相談の際にはぜひ当店へお立ち寄りく
ださい。職員一同、心からご来店お待ちしております。


