
鶴岡市

金山町

尾花沢市

大崎市 気仙沼市

石巻市

加美町

庄内町

天童市

日本三大うどんの一つである｢稲庭うどん｣は､秋田
を代表する特産品です｡発祥地である湯沢市以外に
県内各所で食すことが出来ます｡滑らかな喉越し
で艶やかな麺は､一度口にした誰もが絶賛する一品
です｡秋田にお寄りの際は､是非
ご賞味下さい｡

～宮
城・山

形の
人・情

報・産
業を
つなぐ

架け
橋へ
～

秋田県
山形県　　地区 宮城県

庄内
最上 　　地区県北

沿岸

❶秋田名物｢稲庭うどん｣

きらやか銀行本荘支店
渉外主任

佐藤　正昭

庄内・最上地区
県北・沿岸地区
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秋田名物
稲庭うどん

❷庄内米のシンボル、山居倉庫！

【Profile】サービスの基本は
「人」であると思います。人と人
との繋がりを大事にし、地元金
融機関として地元の発展に貢
献していきます。

きらやか銀行酒田支店　
融資課長

酒田市のじまんはNHKの連続テレビ小説「おしん」
でも有名になった山居倉庫です。明治26年に建設さ
れた米の保管倉庫で、今なお現役で使用されている
ところが凄い!ケヤキ並木とともに12棟が立ち並ぶ
景観は一見の価値ありです。 庄内米の　　

　　シンボル、
山居倉庫！

❶岩出山・政宗公まつり

【Profile】入行3年目で現在は
預かり資産を担当。周りに支えら
れながら、前向きにいろいろな仕
事にチャレンジしています。

仙台銀行古川支店

土生　麻美

毎年9月に開催される政宗公まつりは、伊達政宗公
平和像を仙台城跡から政宗公ゆかりの地・大崎市岩
出山に移したことを機に始まりました。まつりでは、
騎馬武者隊等に扮した武者行列や仙台の郷土芸能・
すずめ踊りが披露され、当行職員も参加してまつり
を盛り上げています。

岩出山・
政宗公まつり

❸日本一の山車行列、新庄まつり！

【Profile】お客さまサービス課
長8年、銀行員生活25年目を
むかえました。元気印をモッ
トーにじもとNO.1を目指し頑
張ります！

きらやか銀行新庄支店
お客様サービス課長
笹原　悦子

新庄市のじまんは平成２１年３月に国の重要無形民俗
文化財に指定された山車行列「新庄まつり」です。
歴史は古く、宝暦６年（１７５６年）に始まったと言われ
ています。毎年８月２４・２５・２６日に開催されます。
特に２４日夜の宵祭りがおすすめです。

日本一の　
  山車行列
新庄まつり！

❸石巻に活気を！「石巻焼きそば」

【Profile】入行6年目で融資渉
外を担当。お客さまに対して常
に笑顔で誠実な対応を心掛け、
復興支援の力となれるよう頑張
ります。

仙台銀行　
石巻支店 兼 女川支店
田村　哲也

Ｂ級ご当地グルメ・石巻焼きそばの特徴は、調理前の麺
が茶色いこと。町おこしの一環として、B-１グランプリ
等に参加しPRしています。震災で製造工場や飲食店が
全壊するなど甚大な被害を受けましたが、石巻焼き
そばで町を活気づけ、立ち上がろうと頑張っています。

石巻に活気を！
「石巻焼きそば」

中根　康之

❷「みやぎの明治村」登米町

【Profile】窓口テラーを担当。
毎日のお客さまとの会話で元
気をいただいています。銀行窓
口を身近に感じてもらえるよう
に頑張ります。

登米市登米町には、明治時代の洋風建築物である教
育資料館(国重文・旧登米高等尋常小学校)や警察資料
館(県重文・旧登米警察署庁舎)等が大切に保存されて
います。当時の面影を残す武家屋敷や史跡もあり、
その町並みから「みやぎの明治村」と呼ばれています。 「みやぎの明治村」

登米町

【Profile】入行10年目の法人兼個人
渉外主任｡お客さまと一緒に考えるス
タンスを大事にし､本業支援と最適提
案を行なっていきます｡

仙台銀行佐沼支店

佐藤　なつ子

秋田県

写真提供：
宮城県観

光課
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❹感動日本一！赤川花火大会

【Profile】入行15年目。去年4
月から新たに融資担当課長とし
て、お客さまの経営課題解決に、
お客さまと一緒に本気で取り組
んでいます。

きらやか銀行鶴岡中央支店
融資課長

近江　隆洋

幅700mの打ち上げ場所から打ち上げる花火は、
視界に収まりきらないぐらいスケールが大きく、夜空
一面を光が埋め尽くします。大会の永遠のテーマで
ある『感動日本一』に恥じない、心に響く花火大会で
す。２３回大会は２５年８月１７日土曜日開催予定です。

感動日本一！
赤川花火大会

❺寒河江の冷たい肉そば！

【Profile】法人渉外を担当。「お客さま
はより良い提案を待っている！」をモッ
トーにスピード感ある営業を心掛けて
います。

きらやか銀行寒河江支店
渉外代理

そば処山形の中でも寒河江市には美味しいそばが食
べられるお店が多くあります。私のじまんは「冷たい
肉そば」です。月山・朝日の風を受け寒暖差のある風
土がそばを育て、清流寒河江川の水がそば打ちに
活きています。是非寒河江に食べ
に来て下さい。

寒河江の
冷たい肉そば！

❻山形花笠まつり

【Profile】常にお客さまが一番
望んでいる事に応えられるよう
に心掛けています。「白田さんに
相談して良かった」と言ってい
ただく事が活力源です。

きらやか銀行営業統括部
山形ローンステーション

主任
白田　周子

山形市のイベントじまんはなんといっても「花笠まつ
り」！きらやか銀行も参加しており、一昨年からは仙台
銀行の皆さんも一緒に山形の夏の夜を彩っていま
す。花笠祭りは平成２４年に開催５０回を数え、東北を
代表する夏祭りの一つとしても知られています。

花の山形、
山形花笠まつり！

山口　高弘

4

6

5

❹SENDAI光のページェント

【Profile】「受ける」だけではな
く「投げ返す」。「投げる」だけで
はなく「受け止める」。お客さま
との会話のキャッチボールを大
切にしています。

「３，２，１」のカウントダウンから始まり、一瞬で杜の都
が幻想的な光の都に姿を変える仙台冬の風物詩・光
のページェント。定禅寺通のケヤキ並木に数十万球
の電球が一斉に点灯され、夢と希望の願いが込めら
れた眩い光のイルミネーションが観客を魅了します。SENDAI

光のページェント

❻昔ながらの味「仙台駄菓子」

【Profile】入行2年目で現在渉
外を担当。まだまだ経験不足で
すが、お客さまとの対話を大切
に、信頼される銀行員を目指し
ています。

仙台駄菓子は、江戸時代に伊達政宗公が茶の湯を好み
仙台に広めたのが由縁といわれています。職人が一つ
ひとつ丹精込めて手作りする仙台駄菓子は、昔ながら
の叙情的な形と素朴な味が魅力。兎玉、輪南京、みそ
ぱんなど豊富な種類があり、お土産に人気があります。昔ながらの味

「仙台駄菓子」

❺花と歴史の香る「多賀城跡」

【Profile】入行１年目。窓口でお
客さまから笑顔と元気をいただ
き、日々試行錯誤し、様々なこと
に挑戦しながら頑張っています。

多賀城市は、古代東北地方の中枢的な役割を果たし
た陸奥国の国府「多賀城」が置かれた歴史ある街で
す。城跡には、国の重要文化財で日本三大古碑の
１つ「多賀城碑」が建立されています。毎年6月には多
賀城跡あやめ祭りが開催され、市花のあやめが色鮮
やかに咲き誇ります。

花と歴史の香る
「多賀城跡」

庄内・村山地区 仙台地区
仙台市近郊

4 5
6

仙台銀行国分町支店

齋藤　界

仙台銀行多賀城支店

麿　香緒里

仙台銀行卸町支店

籠田　航

写真提供：
宮城県観

光課

　　地区庄内
村山

仙台地区
仙台市近郊
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賀城跡あやめ祭りが開催され、市花のあやめが色鮮
やかに咲き誇ります。

花と歴史の香る
「多賀城跡」

庄内・村山地区 仙台地区
仙台市近郊

4 5
6

仙台銀行国分町支店

齋藤　界

仙台銀行多賀城支店

麿　香緒里

仙台銀行卸町支店

籠田　航

写真提供：
宮城県観

光課

　　地区庄内
村山

仙台地区
仙台市近郊
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女川町
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柴田町
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七ヶ宿町

大崎市

山形市

小国町

山形市

宮城県 県南地区置賜地区

❽米沢ＡＢＣ=林檎・牛・鯉

～宮
城・山

形の
人・情

報・産
業を
つなぐ

架け
橋へ
～

【Profile】常に情報収集を心
掛け、お客さまとの対話を大切
にし、一人一人のお客さまへの
最適提案を実践しています。

きらやか銀行赤湯支店

近野　あゆ美

南陽市の観光と言えば、赤湯温泉が有名です。昨年、
開湯920周年を迎え、湯治場として古い歴史を誇って
おり、赤湯支店付近には、多くの温泉旅館が軒を連
ねています。春には、温泉街にある烏帽子山公園の
千本桜の鑑賞にたくさんの観光客が訪れます。

きらやか銀行米沢支店
主任

黒田　悠平

南陽市の
　赤湯温泉！

【Profile】入行9年目の融資主
任。業務の理解を深めるだけで
なく、人間としての成長に心掛
け、文質彬彬たる銀行員を目指
します。

米沢は上杉家の城下町として、衣食住それぞれに伝
統文化を残しながらも、時代の流れに合わせた産学官
のマッチングによる先端技術を見事に融合している
日本でも数少ない市です。今後は、ＬＥＤの更なる開
発生産と有機ＥＬの開発など将来が楽しみです。

❼南陽市の赤湯温泉！

❾新潟郷土料理 のっぺ！

米沢ＡＢＣ
  =林檎・牛・鯉

【Profile】お客さまは勿論の
事、行員同士のコミュニケー
ションを大切にし、お客さまに
満足して頂けるように、親切・丁
寧な窓口応対に努めます。

きらやか銀行新発田西支店
主任

阿部　亜弥子

新潟のお正月定番といえば「のっぺ」です。地域や家
庭によって材料や味付けは様々ですが一言で言えば
薄味の煮物。鰹出汁・干椎茸・貝柱の戻汁等に里芋や
根菜・鶏肉・鮭等の角切りを煮込みます。「やさしい家
庭の味」でありこれからも残していきたいものです。

新潟郷土料理
のっぺ！

❼一目千本桜・しばた桜まつり

【Profile】預かり資産渉外を
担当。お客さまのニーズに応え
られるよう、丁寧な相談を心掛
けています。お客さまからの
「ありがとう」が活力源です。

毎年4月に日本さくら名所100選に選ばれた「白石川
堤･船岡城址公園」で開催されるしばた桜まつりは、
多くの花見客でにぎわいます。雪残る蔵王を背景に、
山一帯が桜色に染まった船岡城址公園の山頂から
一望する白石川堤の「一目千本桜」は絶景です。

一目千本桜・
しばた桜まつり

❾市民に愛される「岩沼ホルモン」

【Profile】キャリア採用の入行6年
目で現在渉外チーフ。お客さまが何
を望んでいるのかを常に考えなが
ら、全力で仕事に挑んでいます。

仙台銀行岩沼支店
支店長代理
中村　圭

B級ご当地グルメ・岩沼ホルモンの特徴は、ジンギス
カン鍋や網で一気に焼くこと。市営食肉処理場が
あったことから広がり、岩沼とんちゃんの名称で焼肉
店で食べることができます。津波被災地・岩沼市です
が、地域イベントに出店するなど岩沼ホルモンを通じ
た町おこしを行っています。

市民に愛される
「岩沼ホルモン」

❽片倉小十郎の居城「白石城」

【Profile】渉外を担当。一番大
事なことは、お客さまの気持ち
になって考えること。その気持
ちを忘れず日々成長していきた
いです。

白石市には、慶長7年に伊達家重臣の片倉小十郎が
入城し、明治維新までの約260年片倉氏の居城となっ
た仙台藩南の重要拠点・白石城があります。毎年10月
には、城下で片倉軍と真田軍の勇壮で迫力ある合戦
シーンを再現する「鬼小十郎まつり」が開催されます。

片倉小十郎の
居城

「白石城」

7

89

7 9
8

置賜地区 県南地区

Apple

Beef

Carp

仙台銀行船岡支店

高野　美緒

仙台銀行白石支店

工藤　和志

新潟県

山形県
新潟県
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